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弘前大学大学院地域社会研究科

I
１

対象組織の現況及び特徴
現況

（１）大学名

弘前大学

学部・研究科名

大学院地域社会研究科(後期３
年博士課程)

（２）所在地

青森県弘前市文京町１

（３）学部等の構成
学部：
研究科： 大学院地域社会研究科
附置研究所：
関連施設：
（４）学生数及び教員数（平成２５年５月１日）
学生数：大学院３８名
教員数：２９名
２

特徴
地域社会研究科の特色
高度専門職業人の養成
・地域に新たな産業を育成し，また，既存の産業
を一層活力のあるものにすることに貢献でき
る能力のある人材の育成
・地域の文化資源を住民生活の資質向上に結合さ
せる総合的かつ高度な文化・生活・行政理論
能力のある人材の育成
・生活・文化・産業に関する高度で総合的な研究
能力を持ち，行政施策として立案実現してい
く政策能力のある人材の育成
教育課程の特徴
・３年間で学位（博士）が取得できるプログラム
・「基礎科目」「演習」「特別講義」の授業科目に
よる授業，並びに「研究指導」からなる「地域政
策立案能力志向型」の教育課程
・「演習」「特別講義」「研究指導」は，様々な領
域の複数教員による指導体制
・大学の教員のほかに，公的研究機関などから広く
人材を求めた幅広い指導体制
・地域と大学の接点である生涯学習教育研究センタ
ー及び地域共同研究センターを「演習」等へ積極
的に活用
・社会人再教育に便宜を図るため，大学院設置基準
第１４条による教育方法の特例を適用し，社会人
学生の実情に応じた夜間，休日等の教育研究指導
体制
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II

目的
２１世紀の地域社会は，自主的・持続的な社会づくりを目指すため，地域の個性に基づいた産業の創出
と誇るべき文化の創造・発信を担いうる人材を求めている。弘前大学大学院地域社会研究科（後期３年の
課程のみの博士課程）は，こうした地域の期待に応えるべく，課題探求能力に優れ，広い視野と総合的な
判断力と実践能力を備えた，地域社会に実践的に関わることのできる高度職業人を養成することを目的と
する。
（平成１３年７月３１日に文部科学省に提出した「弘前大学大学院地域社会研究科（博士後期課程）設置
計画書」より
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基準１

Ⅲ 基準ごとの自己評価
基準１ 大学の目的
（１）観点ごとの分析
観点１－１－①： 大学の目的（学部、学科又は課程等の目的を含む。
）が、学則等に明確に定められ、その目
的が、学校教育法第 83 条に規定された、大学一般に求められる目的に適合しているか。
該当なし

観点１－１－②： 大学院を有する大学においては、大学院の目的（研究科又は専攻等の目的を含む。
）が、学
則等に明確に定められ、その目的が、学校教育法第 99 条に規定された、大学院一般に求めら
れる目的に適合しているか。
【観点に係る状況】
本研究科では、地域社会研究科規程（資料１－１－②－１）により、専攻ごとに教育研究上の目的を明確に定
めている。
資料１－１－②－１
（目的）
第１条の２ 研究科は、実効性のある研究成果を生み出す教育研究機関として、自立的で持続的、かつ、魅力
ある地域社会の実現に積極的に貢献するとともに、次に掲げる人材の養成を目的とする。
(1) 地域の特性に基づいた産業の創出と地域が誇るべき文化の創造・発信を担うことができる人材
(2) 課題探求能力に優れ、広い視野と総合的な判断力と実践能力を備えた地域社会の活性化に実践的に関わ
ることのできる高度専門職業人
（出典 弘前大学大学院地域社会研究科規程）

【分析結果とその根拠理由】
地域社会研究科規程により、地域社会専攻において教育研究上の目的を明確に定めており、これらに定められ
ている内容は学校教育法第 99 条に規定された大学一般に求められる目的に適合している。
研究科又は専攻等の目的が、学則等に明確に定められ、その目的が、学校教育法第 99 条に規定された、大学院
一般に求められる目的に適合していると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
・後期博士課程の独立研究科として設置されていること。
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基準１

・研究教育において、多ジャンル複合の文理融合のしくみであること。
・内外の地域社会の動向に絶えず関心をもって運営するようになっていること。

【改善を要する点】
・本研究科のユニークな特性を全国および海外に広めること。
・修了者の出口（就職先等）を希望に応じてつくり出すこと。
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基準２

基準２ 教育研究組織
（１）観点ごとの分析
観点２－１－①： 学部及びその学科の構成（学部、学科以外の基本的組織を設置している場合には、その構
成）が、学士課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
該当なし

観点２－１－②： 教養教育の体制が適切に整備されているか。
該当なし

観点２－１－③： 研究科及びその専攻の構成（研究科、専攻以外の基本的組織を設置している場合には、そ
の構成）
が、
大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
【観点に係る状況】
本研究科では、地域社会専攻を置き、さらに専攻の下に地域産業研究、地域文化研究、地域政策研究の講座を
置くことで専門性を持つ構成となっている。また、修了に際しては博士（学術）を取得できる（資料２－１－③
－１）
。
資料２－１－③－１ 専攻の構成
専攻

概

要

取得可能な資格及び学位
地域社会専攻

地域産業研究講座、地域文化研究講座、地域政策研究講座の３講座
資格：
学位：博士（学術）
（出典：弘前大学学位規則）

【分析結果とその根拠理由】
地域社会研究科では、地域社会専攻を置き、さらに専攻の下に地域産業研究講座、地域文化研究講座、地域政
策研究講座を置くことで、当該専攻の教育研究の目的に柔軟に対応している。
以上のことから、研究科及びその専攻の構成が、大学院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なも
のとなっていると判断する。
観点２－１－④： 専攻科、別科を設置している場合には、その構成が教育研究の目的を達成する上で適切な
ものとなっているか。
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基準２

該当なし

観点２－１－⑤： 附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。
該当なし

観点２－２－①： 教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。
また、教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切に構成されており、
必要な活動を行っているか。
【観点に係る状況】
教育活動に係る重要事項を審議するため、弘前大学管理運営規則の規程に基づき地域社会研究科に教授会を置
いている。審議事項については、弘前大学大学院地域社会研究科教授会規程で定められており、定例の教授会は
毎月 1 回、ほかに必要に応じて臨時の教授会を開催している（資料２－２－①－１）
。
資料２－２－①－１ 教授会及び研究科委員会の審議状況（平成 23 年度）
審議
機関名

構成人

開催

組織間の

数・定足数

回数

連携

意思決定プロセス

主な審議事項

弘前大学 30・20

13 回／

研究科教授会の議事は、出席

(1) 研究科長の選考に関すること。

大学院地

年

した構成員の過半数をもって

(2) 教員の選考に関すること。

域社会研

決し、可否同数のときは、 議

(3) 研究科担当教員に関すること。

究科教授

長の決するところによる。た

(4) 予算に関すること。

会

だし、弘前大学学位規則（平

(5) 教育課程に関すること。

成 16 年規則第４号）第１４条

(6) 入学、退学、休学、課程の修了その他学

に規定する議決並びに第３条

生の身分に関すること。

第１号及びこの規程の改廃に

(7) 試験に関すること。

ついては、出席構成員の３分

(8) 学位論文の審査に関すること。

の２以上の賛成を要する。

(9) その他研究科に関する重要なこと。

（出典：弘前大学大学院地域社会研究科教授会規程）

研究科における教育課程や教育方法等の審議と決定は教授会で行われるが、原案の審議やとりまとめは学務委
員会が行っている。各講座から２名ずつの委員で構成しており、基本的には毎月１回、ほかに必要に応じて開催
している。
（資料２－２－①－２）
。
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基準２

資料２－２－①－２ 教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の審議状況（平成 23 年度）
審議
機関名

構成人

開催

数・定足

回数

組織間の連携

意思決定プロセス

主な審議事項

数

弘前大学 6・3

9 回／

委員会は、各講座１名

(1) カリキュラム及び授業計画に関するこ

大学院地

年

以上の過半数の出席

と。

域社会研

をもって成立する。

(2) 学生の異動（休学、退学）、長期履修及

究科学務

委員会の議事は、出席

び修了等、学生の学籍に関すること。

委員会

委員の過半数をもっ

(3) 学生の褒賞及び懲戒に関すること。

て決し、可否同数の場

(4) その他、学務に関すること。

合は、議長の決すると
ころによる。
（出典：弘前大学大学院地域社会研究科学務委員会申合せ）

【分析結果とその根拠理由】
教授会における審議に対応して、学務委員会等が開かれ必要事項を検討している。教授会は、教育活動に係
る重要事項を審議するための必要な活動を行っており、また、教育課程や教育方法等を検討する学務委員会等
が適切に運営されている。以上のことから、必要な活動を行っていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
教授会および学務委員会は、決められた制度、組織において、着実に進められている。
【改善を要する点】
特になし
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基準３

基準３ 教員及び教育支援者
（１）観点ごとの分析
観点３－１－①： 教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在
が明確にされた教員組織編制がなされているか。
【観点に係る状況】
教員組織編制の基本的な方針として、第２期中期目標に「大学の教育目的に照らして、適切な教育体制及び教
育環境を整備する。」としており、学部・研究科、各学内共同教育研究施設等においては、大学または各学部・
研究科の教育目的に照らして効果的な教員配置を行うこととしている。
上記の方針にしたがい、本研究科では地域産業研究講座、地域文化研究講座、地域政策研究講座の 3 講座に対
応して、専任教員 3 名、兼務教員 27 名を配置している（資料３－１－①－１）
。
資料３－１－①－１ 部局の教員組織編制
地域産業研究講座 四宮俊之、加藤陽治、黄孝春、佐々木純一郎、内山大史、小山智史、森樹男、嶋恵一、石川善朗、長南幸安
地域文化研究講座 須藤弘敏、長谷川成一、佐藤和之、平井太郎、小岩直人、大高明史、作道信介、関根達人、今田匡彦、山田嚴
子、児玉忠
地域政策研究講座 檜槇貢、鎌田耕太郎、北原啓司、安藤房治、猪瀬武則、藤田昇治、長谷河亜希子、大坪正一

（出典：弘前大学大学院地域社会研究科案内）

教員組織の責任体制としては、小規模な研究科ということもあって、地域産業研究、地域文化研究、地域政策
研究の 3 講座にそれぞれ講座代表者を置き、研究科長、副研究科長のリーダーシップにより一体的に実施してい
る。
【分析結果とその根拠理由】
本研究科は、小規模な組織ということもあって、地域産業研究、地域文化研究、地域政策研究の 3 講座代表
と研究科長、副研究科長による責任体制を設けており、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編
制がなされていると判断する。

観点３－１－②： 学士課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。また、教
育上主要と認める授業科目には、専任の教授又は准教授を配置しているか。
該当なし

観点３－１－③： 大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されているか。
【観点に係る状況】
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基準３

本研究科は、大学院設置基準上必要な専任教員及び研究指導教員が確保されている。
（資料３－１－③－１）
授業科目と研究指導の担当状況は、常勤が 3 名の専任教員と専門領域に対応した 27 名の兼任教員が実施し、非
常勤教員は地方自治及び青森県の産業技術の実践の指導を担当している。
常勤 30 名、
非常勤 2 名の体制である
（資
料３－１－③－２）
、
（資料３－１－③－３）
。
資料３－１－③－１ 教員配置状況（平成 24 年５月１日現在）
専攻名

研究指導教

研究指導補

員数（うち教

助教員

計

授数）
地域社会専攻

研究指導教

研究指導補

員基準（うち

助教員基準

基準数計

非常勤教員

5

2

教授数）

30（27）

0

30（27）

2

3

（出典：大学現況票）

資料３－１－③－２ 主要授業科目の担当状況（平成 24 年度）
教員担当科目数
開講科目数（必修科目）

61

教授

准教授

その他

55

6

0
（出典：平成 24 年度履修案内（付授業概要）
）

資料３－１－③－３ 研究指導の担当状況（平成 24 年度）
指
講

座

導

教

員

職名

氏

名

指導学生数

地域産業研究

教授

加 藤 陽 治

２

地域産業研究

教授

黄

孝 春

１

地域産業研究

教授

小 山 智 史

１

地域産業研究

教授

森

樹 男

３

地域産業研究

教授

四 宮 俊 之

１

地域文化研究

教授

今 田 匡 彦

２

地域文化研究

教授

小 岩 直 人

１

地域文化研究

教授

関 根 達 人

１

地域文化研究

教授

佐 藤 和 之

１

地域文化研究

教授

長谷川 成 一

１

地域政策研究

教授

猪 瀬 武 則

５
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地域政策研究

教授

北 原 啓 司

２

地域政策研究

教授

大 坪 正 一

１

地域政策研究

教授

檜 槇

貢

４

地域政策研究

教授

平 岡 恭 一

１

地域政策研究

准教授

藤 田 昇 治

２

地域政策研究

教授

安 藤 房 治

３

基準３

（出典：主任指導一覧表）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科は、１専攻３講座で研究科専任教員３名、学内の兼任教員 27 名で構成され、平成 23 年度は 2 名の
教員が退職したが、補充され、十分な教員数が確保されている。
以上のことから、大学院課程において、教育活動を展開するために必要な教員が確保されていると判断する。
観点３－１－④： 学部・研究科の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じ
られているか。
【観点に係る状況】
本研究科における教員組織の年齢構成は下表の通りとなっている（資料３－１－④－１）
。23 年度に専任教員 1
名が定年を迎えたが、24 年度からのその補充として、公募により 30 歳代の若手の人材を採用した。
資料３－１－④－１ 専任教員年齢構成（平成 24 年５月 1 日現在）
年齢区分

教授

准教授

講師

助教

助手

合計

～24 歳

０

25～34 歳

０

35～44 歳

２

45～54 歳

１０

55～64 歳

１５

２

４
１０

１

１６

65 歳～
合計

０
２７

３

０

０

０

３０

（出典：大学院地域社会研究科講座別担当教員一覧）

また、23 年度には女性教員 2 名を兼任教員として学内から確保した。これによって本研究科教員の女性比率は
向上した。
また、外国人教員の確保にあたって、今後のテーマとしている（資料３－１－④－２）
。
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３－１－④－２ 女性教員・外国人教員数（平成 24 年５月 1 日現在）
女性教員
計
教授

准教授
1人

講師
1人

助教
人

助手
人

人

2人

外国人教員
計
教授

准教授
人

講師
人

助教
人

助手
人

人

人

（出典：大学院地域社会研究科講座別担当教員一覧）

専任教員の採用に関しては公募制を採用しており、実際に平成 19 年度、平成 24 年度の採用は公募により実施
した。なお、任期制、サバティカル制度、優秀教員表彰制度等の教員組織の活動を活性化させるための取組は行
っていない。
（資料３－１－④－３）
資料３－１－④－３ 教員組織活動活性化のための取組
措置

措置の状況

公募制

平成 19 年度、平成 24 年度の採用は公募により実施
（出典：平成 23 年 5 月 1 日 教員の公募について）

【分析結果とその根拠理由】
以上のことから、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられていると判断する。

観点３－２－①： 教員の採用基準や昇格基準等が明確に定められ、適切に運用がなされているか。特に、学
士課程においては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、教育研究上の指
導能力の評価が行われているか。
【観点に係る状況】
本研究科の専任教員選考については、
「弘前大学大学院地域社会研究科専任教員選考規程」及び「弘前大学大学
院地域社会研究科専任教員選考基準」を定めている。また兼務教員は、各学部等の教員選考基準を満たしている
教員で、なおかつ、地域社会に関する研究実績を有する教員で構成している。
（資料３－２－①－１）
。
資料３－２－①－１ 教員の採用基準、昇格基準、教員選考方法等（研究科）
教員の選考は、人格、健康、教授能力、教育業績、研究業績並びに学界及び社会における活動について行う。
１ 教授の資格については、次の各号による。
(1) 博士の学位（日本における博士の学位と同等と認められる外国の学位を含む。）を有し、教育上の経験、識見をもっている
者
(2) 公刊された著書、論文、報告等により博士の学位を有する者に匹敵する研究業績があり、教育上の経験、識見をもっている
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者
(3) 大学において教授の経歴がある者
(4) 大学において准教授、助教授の経歴があり、研究業績があると認められる者
(5) 大学及びこれに準ずる学校において、専任講師以上としての経歴があり、教育上及び研究上の業績が優れていると認められ
る者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者
２ 准教授の資格については、次の各号による。
(1) 教授の資格に準ずる
(2) 大学及びこれに準ずる学校において教授、准教授、助教授又は専任講師としての経歴があり、研究業績がある者
(3) 大学の助教、助手又はこれに準ずる職員としての経歴があり、研究業績及び教授能力があると認められる者
(4) 修士の学位を有する者又はこれに準ずる者で、研究業績及び教授能力があると認められる者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有し、教育研究上の能力があると認められる者
３ 講師の資格については、次の各号による。
(1) 教授、准教授の資格に準ずる
(2) 修士の学位を有し、研究業績及び教授能力があると認められる者
(3) その他特殊の専攻分野について教授能力があると認められる者
４ 助教の資格については、次の各号による。
(1) 教授、准教授、講師の資格に準ずる
５ 助手の資格については、次の各号による。
(1) 大学の学部を卒業した者
(2) 前号の者に準ずる能力があると認められる者
（出典： 弘前大学大学院地域社会研究科専任教員選考基準）

【分析結果とその根拠理由】
以上のことから、教員の採用基準が明確に定められ、適切に運用がなされており、教育研究上の指導能力の
評価が行われていると判断する。

観点３－２－②： 教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われているか。また、その結果把握
された事項に対して適切な取組がなされているか。
【観点に係る状況】
教員の教育及び研究活動等に関する評価は、
「国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程」に基づき、教
育・研究・社会貢献・診療（診療に携わる教員のみ）
・管理運営の５評価分野について、教員からの自己申告の内
容を基に毎年度実施している。実施体制は、部局長による一次評価を経た後、評価室において全学的な視点から
取りまとめ及び調整を行い、その結果を基に学長が最終評価を行っている。
評価結果については、学長が本学の教育研究等の質の向上、活性化に活用するとともに、処遇等に反映させる
こととしている。
（資料３－２－②－１）
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資料３－２－②－１ 教員業績評価に関する規程（抜粋）（評価の対象）
第３条 教員業績評価の対象教員は、評価実施年度の前年度の９月３０日に在職する教授、准教授、講師、助教及び助手とする。
ただし、当該教員が所属する部局において部局長を兼ねる場合は、この限りでない。
（評価分野）
第４条 教員業績評価の対象とする分野は、教育、研究、社会貢献、管理運営及び診療の５分野とする。
（評価の実施時期）
第５条 評価は、原則として毎年度実施する。
（評価の対象期間）
第６条 教育分野の評価、社会貢献分野の評価、管理運営分野の評価及び診療分野の評価は前年度の実績により評価し、研究分野
の評価は過去３年の実績により評価する。
（出典：国立大学法人弘前大学教員業績評価に関する規程）

【分析結果とその根拠理由】
以上のことから、教員の教育及び研究活動等に関する評価が継続的に行われており、また、その結果把握さ
れた事項に対して適切な取組がなされていると判断する。

観点３－３－①： 教育活動を展開するために必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置されて
いるか。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。
該当なし

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
特になし
【改善を要する点】
特になし

- 13 -

弘前大学大学院地域社会研究科

基準４

基準４ 学生の受入
（１）観点ごとの分析
観点４－１－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められているか。
【観点に係る状況】
本研究科の入学者受入方針は、研究科アドミッションポリシーにおいて明示している。つまり、研究科の理念・
目標、求める学生像、学んでおくべきこと・取得が望ましい資格、選抜方針が当該ポリシーに具体的に定められ
ている（資料４－１－①－１）
。

資料４－１－①－１ 研究科アドミッションポリシー
理念・目標
課題探求能力、広い視野と総合的な判断力そして実践能力を備え、地域社会の活性化や政策研究に実践的に関わる高度職業人の
養成を目指しています。

求める学生像
①地域に新たな産業を育成し、または既存の産業を一層活力あるものにすることに意欲を持ち、そのための基礎的知識のある人
②地域の文化を住民生活の質的向上に結びつけることに意欲を持ち、文化・生活・行政に関する基礎的知識のある人
③生活・文化・産業に関する行政施策の立案に意欲を持ち、そのための基礎的知識のある人

学んでおくべきこと・取得が望ましい資格
（一般選抜）
研究計画のための準備（当該研究分野の調査や具体的な取り組みなど）がなされていること
（社会人特別選抜）
上記に加えて、研究・教育機関、行政機関、企業等で活躍している高度専門職業人を目指す現職の社会人であること

選抜方針
研究計画書、研究業績等の書類審査及び口述試験の結果を総合して評価する。
（出典：平成 25 年度弘前大学大学院地域社会研究科学生募集要項）

【分析結果とその根拠理由】
研究科アドミッションポリシーは地域社会研究科規程（下記資料）を基礎としている。つまり、本研究
科では「(1)地域の特性に基づいた産業の創出と地域が誇るべき文化の創造・発信を担うことができる人材」
及び「(2)課題探求能力に優れ、広い視野と総合的な判断力と実践能力を備えた地域社会の活性化に実践的
に関わることのできる高度専門職業人」の養成を目的としている。
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ここでの求める学生像については、本研究科に設置された３講座（地域産業研究講座、地域文化研究講
座、地域政策研究講座）において研究する上で、上記人材養成目的を達成するために必要な基礎的知識を
獲得している人間像である。
以上のことから、本研究科においては入学者受入方針は理念・目的に沿って明確に定められていると判
断する。
【参考】弘前大学大学院地域社会研究科規程(平成 16 年 4 月 1 日制定規程第 133 号)
（目的）
第 1 条の 2 研究科は、実効性のある研究成果を生み出す教育研究機関として、自立的で持続的、かつ、魅
力ある地域社会の実現に積極的に貢献するとともに、次に掲げる人材の養成を目的とする。
(1) 地域の特性に基づいた産業の創出と地域が誇るべき文化の創造・発信を担うことができる人材
(2) 課題探求能力に優れ、広い視野と総合的な判断力と実践能力を備えた地域社会の活性化に実践的に関
わることのできる高度専門職業人

観点４－１－②： 入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されているか。
【観点に係る状況】
本研究科では、高度専門職業人の養成を掲げており、
「一般選抜」のほか、現職の社会人を対象とした「社会人
特別選抜」の年２回の入学者選抜を実施している。一般選抜は大学院修士課程修了者で地域産業、地域文化、地
域政策に関する研究意欲をもち、それぞれの研究計画に沿った準備をしている者を選び、社会人特別選抜は、上
記一般選抜の選抜方法に加え、高度職業人としての研究意欲があり、それぞれの研究計画に沿った準備をしてい
る社会人を選ぶものである。
（資料４－１－②－１）
。
資料４－１－②－１ 大学院課程の選抜試験の種別・方法等
【一般選抜】
、
【社会人特別選抜】
＜選抜方法＞
研究計画書、研究業績等の書類審査及び口述試験の結果を総合し、合格者を決定します。
（出典：平成 25 年度弘前大学大学院地域社会研究科学生募集要項）

【分析結果とその根拠理由】
一般選抜試験及び社会人特別選抜試験では、本研究科入学者受入方針「求める学生像」及び「学んでおくべき
こと・取得が望ましい資格」を満たしているかどうか、研究計画書、研究業績等の書類及び口述試験の総合によ
り合格者を決定している。
以上のことから、入学者受入方針に沿って、適切な学生の受入方法が採用されていると判断する。

観点４－１－③： 入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。
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【観点に係る状況】
≪大学院課程≫
入学者選抜の実施体制は、試験場本部長（研究科長）のもと、入学希望者がいる講座所属の全教員で書類審査
及び口述審査等を実施している（資料４－１－③－１）
、
（資料４－１－③－２）
。
資料４－１－③－１ 入学者選抜の実施体制
体制

概要

組織の役割

入学試験の実施、合格者の判定等

構成

試験場本部長（研究科長）のもと、入学希望査者がいる講座所属
の全教員で対応

人的規模・バランス

入学希望者がいる講座所属の全教員で対応

組織間の連携・意思決定プロセス

書類審査・口述試験を経て教授会で合格者を決定する。

責任の所在

試験場本部長：研究科長
（出典：平成 24 年度弘前大学大学院地域社会研究科（後期 3 年博士課程）入学試験（一般選抜）実施計画）

資料４－１－③－２ 実施要項、マニュアル、実施計画等（抜粋）
【試験実施体制】
試験場本部長：研究科長 佐藤三三
管理・運営担当者：学務委員長 佐藤和之
試験事務総括者：入試課長 大西尊久
試験事務担当者：
（入試課）五十嵐義之、阿保るり子
試験事務室：入試課事務室
審査委員：各講座構成員
【入試日程】
１．出願期間：平成２４年１月１６日（月）から１月２０日（金）
２．志願者数：地域産業研究講座 ０名、地域文化研究講座 １名、地域政策研究講座 １名
３．出願書類審査：志願者のいる講座員に回覧
４．試験日時及び試験場等：
試験日時 平成２４年２月１０日（金）１４時～
試験場 総合教育棟（４階）
試験室 地域文化研究講座 420 講義室、地域政策研究講座 421 講義室
受験者控え室 419 講義室
５．審査委員集合時間：１３時５５分までに上記試験室に集合
６．合格者判定（研究科教授会）
：平成２４年２月１３日（月）１６時～、総合教育棟２階大会議室
７．合格発表：平成２４年２月１０日（月）１０時（予定）
【入試課前掲示板に掲示及び合格通知書郵送】
（出典：平成 24 年度弘前大学大学院地域社会研究科（後期 3 年博士課程）入学試験（一般選抜）実施計画）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科では、社会人選抜・一般選抜ともに各講座の担当教員が全員で書類審査、面接を行うなど十分な
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人員体制で実施している。また、最終的な合格者決定は教授会で審議している。以上のことから、入学者選
抜が適切な実施体制により、公正に実施されていると判断する。

観点４－１－④： 入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組
が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。
【観点に係る状況】
≪大学院課程≫
本研究科は、小規模な研究科ということもあって、入学者選抜試験は、受験者がいる講座所属の全教員で対応
しており、学生の受入が適切に行われているかという検証は、選抜時に同時に行われている。

【分析結果とその根拠理由】
入学定員が６名と少数であるため、年度によって各講座への入学者の偏りが生じるが、研究科教授会ではその
都度これらの点について審議した上で入学者を決定している。従って、入学者受入方針に沿った学生の受入がな
されているかどうかを検証する取組は適切に行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てていると判断
する。
観点４－２－①： 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないか。また、
その場合には、これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係
の適正化が図られているか。
【観点に係る状況】
本研究科では、平成１４年度以降の入学者数は以下のとおりとなっている。
年度

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

H21

H22

H23

H24

人数

14

５

９

７

10

６

６

７

５

８

６

【分析結果とその根拠理由】
ここ数年間では、平成２２年度に定員割れとなったが、急遽辞退者が出たためであり、それ以外はほぼ適正な
入学者数となっている。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
「地域社会研究科」という全国でも数少ない大学院独立研究科（博士後期課程）でありながら、発足以来定員
を充足し続けていること。
【改善を要する点】
- 17 -
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基準５ 教育内容及び方法
（１）観点ごとの分析
＜大学院課程（専門職学位課程を含む。
）＞
観点５－４－①： 教育課程の編成・実施方針が明確に定められているか。
【観点に係る状況】
教育課程の編成・実施方針の基本的な方針として、第２期中期目標で「国内外の各領域でのリーダーとなり得
る高度専門職業人を育成する。このため、教育課程編成・実施の方針を具体的に定め、成績評価を改善する。」
としており、各研究科及び専攻ごとの教育課程編成・実施の方針を策定している（資料５－４－①－１）。
資料５－４－①－１ 中期目標・中期計画（平成22年度～平成27年度）
（抜粋）
＜中期目標＞
【大学院課程】
○国内外の各領域でのリーダーとなり得る高度専門職業人を育成する。このため、教育課程編成・実施の方針を具体的に定め、成
績評価を改善する。
＜中期計画＞
【大学院課程】
方針
・教育課程編成・実施の方針を具体的に定め、公表する。
（出典：http://www.hirosaki-u.ac.jp/soshiki/nendo23.pdf）

本研究科は、上記中期目標及び中期計画に沿って、教育課程編成の方針を具体的に定めるとともに、ホームペー
ジ等で広く公開している（資料５－４－①－２）。
資料５－４－①－２ 教育課程の編成・実施方針（研究科）
１ 修了時の到達目標
・地域の特性に基づいた産業の創出と地域が誇るべき文化の創造・発信を担うことができる。
・課題探求能力に優れ、広い視野と総合的な判断力と実践能力を行使できる。
・地域社会の活性化に実践的に関わることができる。

２ 教育課程編成の方針
次の４点を方針とします。
・「地域政策立案能力志向型」の高度専門職業人と研究者を養成するようにします。
・３年間で学位（博士）を取得できるようにします。
・地域を把握し、実践に取り組むことができるようにします。
・社会人学生の実情に応じた教育や指導ができるようにします。
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３ 成績評価基準
各授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告等により授業担当教員が行います。成績の評価は、下記の基準により厳密に評価
します。
秀（100～90 点）

修得した高度の専門的学識及び能力を相互に関連付けて応用できる

優（89～80 点）

修得した高度の専門的学識及び能力を応用できる

良（79～70 点）

高度の専門的学識及び能力を修得している

可（69～60 点）

最低限必要な高度の専門的学識及び能力を修得している

不可（59～0 点）

最低限必要な高度の専門的学識及び能力を修得していない

４ 学位審査
学位論文の審査は、主査１名及び副査２名で構成する審査会による学位論文審査・公開審査会並びに最終試験によって厳密に行
います。

【地域社会専攻】
１ 教育課程の概要
「地域政策立案能力志向型」のプログラムを展開する上で、３つのステップを組織しています。ステップ１では、
「地域政策形成
論(２単位)」を必修として共通の方法論の修得を図り、さらに多分野の修士課程修了者や資格認定者受け入れに対応して、経歴に
応じた「選択科目(６単位)」により、学問的視野の拡大を図ります。ステップ 2 では、地域社会の問題の現状把握と課題探求・解
決能力及び実践能力の養成を図るために「演習(4 単位)」
「特別研究(4 単位)」の授業科目による授業を行います。ステップ 3 では、
ステップ 2 までをふまえた学位論文の作成等のための「研究指導」を行います。

２ 到達目標
(1)知識・理解
地域の実態を正確に把握するための多様な方法論についての知識を習得する。
(2)当該分野固有の能力
地域の生活・産業・文化を質的に向上させる体系的な理論を構築できるようになる。
(3)汎用的能力
地域の生活・産業・文化を質的に向上させる体系的な理論に基づいて、行政上の施策を立案できるようになる。
（出典：弘前大学大学院地域社会研究科教育課程編成・実施の方針及び学位授与の方針）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科では、教育課程編成・実施の方針及び学位授与の方針において、修了時の到達目標、教育課程編成
の方針等を具体的に定め、広く公開している。また。地域社会専攻における教育課程の概要では、４点からな
る教育課程編成の方針に沿った段階的な研究指導について明示しており、
各段階に合わせた授業科目を設定し、
各教員が指導にあたっている。以上のことから、本学研究科においては教育課程の編成・実施方針が明確に定
められていると判断する。
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観点５－４－②： 教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、その内容、
水準が授与される学位名において適切なものになっているか。
【観点に係る状況】
本学では、大学院学則で大学院課程の目的を、博士課程（博士後期課程及び３年博士課程を含む）においては
「研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力
及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。
」と、また、修士課程（博士前期課程を含む）において
は「広い視野に立って精深な学識を授け、専門分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められ
る職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。
」と定め、各研究科の目的に応じた学位を授与してい
る。
本研究科では、研究科の教育理念・目的に則して授業科目を体系的に配置している。たとえば、授業科目の内
容に応じて教育の目的や授与される学位に照らして、それにふさわしい教育課程、授業科目、授業内容となって
おり、適切な配置となっている（資料５－４－②－１）
、
（５－４－②－２）
。
また、院生各自の研究を進めるための基礎づくりとして、講義形式の「基礎科目」を設定している。そのうち
「地域政策形成論」
（2単位）は必修、
「地域産業政策論」と「地域文化政策論」
（各2単位）のいずれかを選択必修
とし、さらに、下記別表の科目のうち2科目4単位を選択必修としている。その上で、各院生の主指導教員が担当
する「演習」及び「特別研究」を各4単位必修としている。
「基礎科目」は1年次配当、
「演習」と「特別研究」は1
年次から2年次に配当している。後者は院生の主指導教員と副指導教員が共同して担当するといった工夫もおこ
なっている。
また、23年度から2年次配当科目として、
「調査方法論」を試行設定し実施している。この科目は院生にとっても2
年目までは院生間が一体となって教育を受ける機会として設置された。具体的には、院生と教員が一定の地域に
宿泊しながらフィールドリサーチを行うものである。
資料５－４－②－１ 教育課程
地域社会研究科規程
（教育方法）
第４条 研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって行うものと
する。
（教育方法の特例）
第５条 研究科教授会が教育上特別の必要があると認めたときは、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行
うことができる。
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（履修方法）
第７条 学生は、指導教員の指導に基づき、別表に定める授業科目のうちから、16 単位以上を修得しなければならない。
専攻

授業科目

地

必

域

修

社

地域政策形成論

２

演習

４

特別研究

４

地域産業研究

専

地域文化研究
選
択

備考
履修方法

会

攻

単位数

①必修科目を１０単位修得する。
②選択科目を６単位以上修得する。
（所属講座が開講する科目から４単位
以上、所属講座以外の講座が開講す

３６
地域政策研究

る科目から２単位以上修得する。）

地域社会研究
計

４６

（出典：地域社会研究科規程 ）

資料５－４－②－２ 授業科目の開設状況（例）
措置
初年次教育の

措置の状況
該当なし

実施
教養教育及び

該当なし

専門教育のバ
ランス
必修科目・選択

必修科目を１０単位、選択科目を６単位修得する。

科目等の配当
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履修モデル

ステップ１：地域政策形成方法論の修得と学問的視野の拡大
必 修
地域政策形成論 ２単位
６単位以上（所属講座が開講する科目から４単位以上、所属講座以外の講座が
選 択
開講する科目から２単位以上習得する）
政策形成の方法論を習得させるために、｢地域政策形成論(２単位)｣を必修とする。
また、多分野の修士課程修了者を受け入れることから、その経歴に応じて選択できる授業科目
として選択科目を用意し、６単位以上履修させ、学問的視野の拡大と広い視野での研究の方向付
けを与える。
ステップ２：地域社会の問題の現状把握と課題探求・解決能力及び実践能力の養成
演
習
必 修（４単位）
特別研究
必 修（４単位）
「地域政策立案能力志向型」の人材養成を目指すためには、高度な専門的知識に加え、地域社
会の問題の現状把握とその課題探求・解決能力及び実践能力が要求される。
その能力を養成するために、演習を置く。演習は、教員と学生が相談の上で設定するテーマに
応じて、専門分野を異にする複数の教員で共同して実施する。その場合、テーマによっては、担
当教員が実施している受託研究や共同研究プロジェクト等への参加、また生涯学習教育研究セン
ター及び地域共同研究センターで行われている研究会等への参加も義務付ける。
演習を補完するために、特別研究を置く。特別研究は、個々の演習内容に応じて、発展につな
がる特化したテーマを設定し、複数の教員で共同して実施する。
また、演習及び特別研究の実施に当たっては、必要に応じて、民間企業や公的研究機関などか
ら広く人材を求め、幅広い指導体制をとることにより、研究思考に柔軟性を持たせる。

ステップ３：研究指導（学位論文の作成等に対する指導）
学位論文作成に対する指導は、地域政策形成論、選択科目、演習、特別研究を踏まえ、研究テー
マを設定し進める。この際、研究計画の作成と定期的な経過報告を義務付け、きめ細かな指導を行
うために、研究主指導教員１名と講座の枠にとらわれない副指導教員２名、さらに、必要に応じて
１、２名の教員を加えた体制で指導に当たる。これにより在学３年間での学位取得を支援する。

後期

１年次

オリエンテーション

後期
前期
後期

３年次

研究テーマ設定
（研究計画作成）
↓
研究活動
（経過報告）
↓
研究活動
（経過報告）
↓
研究活動
↓
学位論文中間審査
↓
学位論文作成
学位論文予備審査

学位論文審査

該当なし

リング
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［地域政策形成論］（２単位）
［選択科目］（６単位）
［演
研究指導

前期

２年次
コース・ナンバ

前期

コースツリー

習］（４単位）

［特別研究］（４単位）

・学会での研究発表
・学会等へ研究論文投稿
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【分析結果とその根拠理由】
教育課程編成・実施の方針で示している教育課程編成の方針に沿って、ステップ１～３からなる段階的な指
導を提示しており、
ステップ１では多分野からなる選択科目を履修することにより、
学問的視野の拡大を図り、
ステップ２で、演習・特別研究において発展的展望のもとテーマを設定し、複数の教員から多角的な指導を受
け、柔軟な思考を持ち、ステップ３で、１名の主指導教員と２名の副指導教員から論文執筆指導を受ける。
これらの体系的な指導を通じて、学生は知識・理解の修得、当該固有分野の能力及び汎用的能力を身につけ、
論文執筆をし、これまでに２２名の修了者を輩出しているほか、単位取得満期退学をし、論文博士号を授与さ
れる者もいる。以上のことから、教育課程の編成・実施方針に基づいて、教育課程が体系的に編成されており、
その内容、水準が授与される学位名において適切なものになっていると判断する。

観点５－４－③： 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社
会からの要請等に配慮しているか。
【観点に係る状況】
本研究科では、院生の多様なニーズに対応するものとして、次のように対処している。(1)「授業時間」は事前
に提示するが、とくに社会人院生について担当教員と相談の上で、双方の都合のつく曜日・時間帯、あるいは夜
間、土曜日も開講することとしている。(2)東京、神奈川等の遠隔地から登録する院生に対しては、大学のサテラ
イトキャンパス等を教室として一部授業を行うという配慮も行っている。また具体的な科目の選択と履修に当
たっては、院生は主・副指導教員と事前に相談しアドバイスを受けている。
また、平成２３年度は「調査方法論」として八戸調査を実施し、東日本大震災で被害を受けた八戸地域の復興
等に着目したフィールドワークを実施し、避難所等を何度も訪れ、調査し、報告書を作成するなどしており、地
域からの要請にこたえている。本調査については、平成２４年度以降も継続的に実施していく予定である。
秋季入学の導入については、平成２３年度に学務委員会において審議しており、カリキュラム等とのかねあい
についての課題もあるが、継続的に審議していくことで教授会の了承を得ている。
なお、インターンシップについては、本研究科は仕事を有している社会人学生がほとんどであり、インターン
シップは要しないほか単位互換や交換留学生等も所属していない。
（資料５－４－③－１）
、
（資料５－４－③－２）
、
（資料５－４－③－３）
。
資料５－４－③－１ 各種措置の実施状況
措置

実施状況

他研究科の授業科目の履修

該当なし

授業科目の学術の発展動向の反映

該当なし

外国語による授業の実施

該当なし

秋季入学への配慮

平成２３年度研究科学務委員会において導入について審議し、研究科教授会においても
継続的に審議していくことで了承されている。

調査方法論の実施（八戸調査）

受講者 ２名
（出典：２０１２弘前大学大学院地域社会研究科案内）
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資料５－４－③－２ インターンシップの状況
年度

平成 21 年度

学生数

平成 22 年度

該当なし

該当なし

平成 23 年度
該当なし

受入企業、単位認定実績等

資料５－４－③－３ 単位互換・交換留学の状況
年度

平成 21 年度

該当なし

平成 22 年度

平成 23 年度

派遣人数
受入人数
単位互換実績

【分析結果とその根拠理由】
本研究科の院生の多くが社会人であって、さらに遠隔地に居住しながら指導を受けることも多々あるという
実態に即し、適切な方法で講義の実施及び論文指導を行っている。また、地域社会研究科の特徴である、
「地域
（コミュニティ）
」に密着した研究を生かし、東北地方に甚大な被害をもたらした東日本大震災における被災地
の研究等に取り組むなど、社会のニーズに対応した活動を行っている。以上のことから、教育課程の編成又は
授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮していると判断す
る。

観点５－５－①： 教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それ
ぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されているか。
【観点に係る状況】
観点５－４－②に示しているように、本研究科では「選択科目」
（講義形式）
、
「演習」
、
「特別研究」
、
「調査方法
論（フィールドリサーチ）
」
（演習科目）という授業形態があり、学生も少人数なことから、１科目あたり１人～
３人程度で実施されており、きめ細やかな指導が行き届いている。また、年度初めに履修計画を提出するが、主
指導教員や副指導教員が履修計画を確認し、事前に無理なく計画的な履修指導をするため、ほとんどの学生が単
位を修得できている。
（資料５－５－①－１）
資料５－５－①－１ 授業形態の組合せ・バランス（平成 23 年度）
授業形態

授業科目名

履修学生数

単位修得学生数

少人数授業

９５科目（全科目）

のべ８５人

のべ７７人

講義科目

３５科目

のべ３７人

のべ３４人

演習科目

６０科目

のべ４８人

のべ４３人

（出典：平成 23 年度地域社会研究科履修希望者一覧）
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【分析結果とその根拠理由】
本研究科は入学定員６名と、
学生も少なく小規模な研究科であるが、
平成２３年度は３０名の教員で指導を行っ
ており、学生は多くの教員から細かな指導を受けることができている。その中で、主指導教員及び副指導教員の
指導を仰ぎ、適切な履修計画を立てるため、多くの科目数の中から必要な単位（１６単位）を履修し、充実した
論文執筆活動を可能にしている。
以上のことから、教育の目的に照らして、講義、演習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それぞ
れの教育内容に応じた適切な学習指導法が採用されていると判断する。

観点５－５－②： 単位の実質化への配慮がなされているか。
【観点に係る状況】
院生への履修指導については前述した通りである。本研究科の入学定員は６名なので、少人数教育であり、各
科目の授業の大部分は対面で行われている。とくに社会人院生に対しては、曜日、時間帯を調整した上で授業を
行っており、また、指導教員が学生の居住地へ赴くなど、学生が充分学習できるように配慮している。
（資料５－５－②－１）
。
資料５－５－②－１ 単位実質化への取組
措置

措置の状況

履修ガイダンスの有無
夜間、休日等の指導

有
社会人教育に便宜を図るため、大学院設置基準第１４条による教育方法の特例を適用
し、社会人学生の実情に応じた夜間、休日等の教育研究指導を行っている。
（出典：平成２４年度履修案内（付授業概要）
）

【分析結果とその根拠理由】
授業は少人数教育により、ほとんどが対面的に実施されており、担当教員の授業内容は単位の実質化への配
慮がなされていると判断する。

観点５－５－③： 適切なシラバスが作成され、活用されているか。
【観点に係る状況】
本研究科の授業項目と内容は公表されており、入学時の履修ガイダンス等でも「履修案内」を配布し学年進行
を含めての教育課程の説明を行っている。また、主指導教員による修了単位取得及び学位論文作成指導過程にお
いてシラバスを活用した指導がなされている（資料５－５－③－１）
。
資料５－５－③－１ シラバス（例）
【地域政策形成論（必修科目）／檜槇 貢】
いま、我が国の社会は分権社会としての具体的なかたちを求める渦中にある。その社会の制度設計は、これまでの集中集権社会
をのり越え、地域内発的な分散社会の地平を切り拓くものとなろう。そこでは、個別具体的な生活現場から主体的な市民およびそ
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の集団としての地域社会が、現代の課題を見つめ未来を構想し、それらを自律的な試行錯誤の過程を経ながら着実に具体化するし
くみが必要になる。この講義では、地域政策の全体像を理解しつつ、住民ネットワークおよび地域社会において展開される市民的
政策思考と自治体政府の政策思考を検討する。同時に、政策評価を内在化させた分権社会の自治システムとそこから形成される政
策イメージを学ぶ。なお、本科目は必修科目なので、院生間のつながりを重視した対応を講義の中に織り込んでいく。
（出典：平成２４年度履修案内（付授業概要）
）

【分析結果とその根拠理由】
事前に適切なシラバスが作成されており、少人数の院生を対象に多段階の説明が行われていることから、シ
ラバスは活用されていると判断する。

観点５－５－④： 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）を置いている場合
には、その課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行
われているか。
【観点に係る状況】
弘前大学大学院学則第１３条により、教育方法の特例として、以下のとおり定められている。
（資料５－５－
④－１）
資料５－５－④－１
（教育方法の特例）
第１３条 大学院において、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業また
は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
（出典： 弘前大学大学院学則）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科在籍の社会人学生に対して、夜間に授業を行うなどして授業時間を確保している。また、遠方の在
住の学生に対しては、休日の授業のほか、夏季休暇中に集中的に授業を実施するなどしており、学生ごとに配
慮した適切な時間割の設定がなされ、適切な指導が行われていると判断する。

観点５－５－⑤： 通信教育を行う課程を置いている場合には、印刷教材等による授業（添削等による指導を
含む。
）
、放送授業、面接授業（スクーリングを含む。
）若しくはメディアを利用して行う授業
の実施方法が整備され、適切な指導が行われているか。
該当なし

観点５－５－⑥： 専門職学位課程を除く大学院課程においては、研究指導、学位論文（特定課題研究の成果
を含む。
）に係る指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われているか。
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【観点に係る状況】
本研究科では、学生の入学時に「履修案内」を配付し、その中で学位論文提出に至るまでの３年間の標準的な
タイムスケジュールを説明するほか、学位論文の準備段階にある学生に対して、
「学位申請の手引き」を用いて指
導教員が説明を行っている。指導教員は、学生１人につき主指導教員１人及び２人の副指導教員からの研究指導・
学位論文執筆に係る指導を受けることとなっている。
（資料５－５－⑥－１）
。
資料５－５－⑥－１ 研究指導の基本方針、考え方（規則等の該当部分等）
（指導教員）
第３条 研究科の教育、研究及び論文の指導のため、指導教員を置き、研究科担当の教員をもって充てる。
２ 指導教員のうち、学生の指導を総括的に担当する者を主指導教員、主指導教員とともに指導を行う者を副指導教員とし、学生
１人について主指導教員は１人、副指導教員は２人とする。
３ 前項の主指導教員は、研究科における研究指導を担当する資格を有する教授をもって充てる。
（教育方法）
第４条 研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研 究指導」という。）によって行うもの
とする。
（出典： 弘前大学大学院地域社会研究科規程）

指導体制の整備状況については次表の通りであり、特定課題研究に係る指導体制については該当なし。
（資料５
－５－⑥－２）
、
（資料５－５－⑥－３）
。
資料５－５－⑥－２ 研究指導・学位論文に係る指導体制
措置
研究指導体制

措置の状況
指導教員のうち、学生の指導を総括的に担当する主指導教員１名と講座の枠にとらわ
れない副指導教員２名、さらに必要に応じて数名の教員を加えた体制で研究指導を行
う。

公開審査会の開催

論文の審査を指導教員のみならず、教員・学生へ公開して実施することにより、多面
的な指導を受け、また、これから論文執筆をする学生の良い刺激となっている。
（出典：平成２４年度履修案内（付授業概要）
）

資料５－５－⑥－３ 特定課題研究に係る指導体制
該当なし

【分析結果とその根拠理由】
本研究科では、３名の指導教員での指導体制が整備されており、機能している。以上より、研究指導、学位
論文に係る指導の体制が整備され、適切な計画に基づいて指導が行われていると判断する。
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観点５－６－①： 学位授与方針が明確に定められているか。
【観点に係る状況】
第２期中期目標で「学位授与の方針を具体的に定め、学生の学習到達度を的確に把握する。」ことを掲げてお
り、各研究科は専攻ごとに、 学位授与の方針を策定している（前掲資料５－３－①－１）。
本研究科では、教育目標に照らし、修了時の到達目標を定めるとともに、主査・副査による厳密な学位論文審
査体制を整備している。（資料５－６－①－１）。
資料５－６－①－１ 各研究科及び専攻の学位授与方針
１ 修了時の到達目標
・地域の特性に基づいた産業の創出と地域が誇るべき文化の創造・発信を担うことができる。
・課題探求能力に優れ、広い視野と総合的な判断力と実践能力を行使できる。
・地域社会の活性化に実践的に関わることができる。

２ 教育課程編成の方針
次の４点を方針とします。
・「地域政策立案能力志向型」の高度専門職業人と研究者を養成するようにします。
・３年間で学位（博士）を取得できるようにします。
・地域を把握し、実践に取り組むことができるようにします。
・社会人学生の実情に応じた教育や指導ができるようにします。

３ 成績評価基準
各授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告等により授業担当教員が行います。成績の評価は、下記の基準により厳密に評価
します。
秀（100～90 点）

修得した高度の専門的学識及び能力を相互に関連付けて応用できる

優（89～80 点）

修得した高度の専門的学識及び能力を応用できる

良（79～70 点）

高度の専門的学識及び能力を修得している

可（69～60 点）

最低限必要な高度の専門的学識及び能力を修得している

不可（59～0 点）

最低限必要な高度の専門的学識及び能力を修得していない

４ 学位審査
学位論文の審査は、主査１名及び副査２名で構成する審査会による学位論文審査・公開審査会並びに最終試験によって厳密に行
います。

【地域社会専攻】
１ 教育課程の概要
「地域政策立案能力志向型」のプログラムを展開する上で、３つのステップを組織しています。ステップ１では、
「地域政策形成
論(２単位)」を必修として共通の方法論の修得を図り、さらに多分野の修士課程修了者や資格認定者受け入れに対応して、経歴に
応じた「選択科目(６単位)」により、学問的視野の拡大を図ります。ステップ 2 では、地域社会の問題の現状把握と課題探求・解
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決能力及び実践能力の養成を図るために「演習(4 単位)」
「特別研究(4 単位)」の授業科目による授業を行います。ステップ 3 では、
ステップ 2 までをふまえた学位論文の作成等のための「研究指導」を行います。

２ 到達目標
(1)知識・理解
地域の実態を正確に把握するための多様な方法論についての知識を習得する。
(2)当該分野固有の能力
地域の生活・産業・文化を質的に向上させる体系的な理論を構築できるようになる。
(3)汎用的能力
地域の生活・産業・文化を質的に向上させる体系的な理論に基づいて、行政上の施策を立案できるようになる。
（出典：弘前大学大学院地域社会研究科教育課程編成・実施の方針及び学位授与の方針）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科では、教育課程編成・実施の方針及び学位授与の方針に基づき、厳密な論文審査体制のもと、論文の審
査、学力の確認等を実施し、これまで２２名の課程博士を輩出していることから、学位授与方針が明確に定めら
れていると判断する。

観点５－６－②： 成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、成績評
価、単位認定が適切に実施されているか。
【観点に係る状況】
成績評価基準は、教育課程編成・実施の方針及び学位授与の方針で定められており、これらの基準・方法に従っ
て成績評価、単位認定が実施されている（資料５－６－②－１）
。
資料５－６－②－１ 成績評価の基準・方法
３ 成績評価基準
各授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告等により授業担当教員が行います。成績の評価は、下記の基準により厳密に評価
します。
秀（100～90 点）

修得した高度の専門的学識及び能力を相互に関連付けて応用できる

優（89～80 点）

修得した高度の専門的学識及び能力を応用できる

良（79～70 点）

高度の専門的学識及び能力を修得している

可（69～60 点）

最低限必要な高度の専門的学識及び能力を修得している

不可（59～0 点）

最低限必要な高度の専門的学識及び能力を修得していない
（出典：弘前大学大学院地域社会研究科教育課程編成・実施の方針及び学位授与の方針）

これらの基準・方法は、ガイダンスで学生へ周知されているほか、本研究科ホームページでも確認できるよう
になっている（資料５－６－②－２）
。
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資料５－６－②－２ 成績評価基準の周知方法
（３）単位修得の認定と評価
各授業科目の単位の認定は、試験又は研究報告等により授業担当教員が行うが、総授業時数に対し出席時数が３分の２以下
の者は原則として認定の対象としない。
試験については、原則として授業の終了する時期に行う。追試験は原則として行わないが、やむを得ない事情で受験できな
かった者に対しては、願い出により実施される場合がある。成績の評価は、研究科規程第 15 条の定めにより行い、単位を付与
する。
【参考：弘前大学大学院地域社会研究科規程】
第１５条 成績の評語及びその評点は、次のとおりとし、可以上を合格とする。
秀 100～90
優 89～80
良 79～70
可 69～60
不可 59 以下
（出典：平成２４年度履修案内（付授業概要）
）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科では、教育課程編成・実施の方針及び学位授与の方針の中で、成績評価基準が明確にされており、ま
た学生にはガイダンスやホームページ等で十分に周知されている。
以上のことから、成績評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、その基準に従って、成績評価、
単位認定が適切に実施されていると判断する。

観点５－６－③： 成績評価等の客観性、厳格性を担保するための組織的な措置が講じられているか。
【観点に係る状況】
既述のように、本研究科の教育と研究指導は、まさに少人数教対面授業・指導であり、学生と教員の意思疎通
は十分に図られている。そのような中で、これまで成績評価に関する申し立て等は寄せられていない。
（資料５－６－③－１）
。
資料５－６－③－１ 組織的な措置（例）
措置
成績評価に関する申立て制度

措置の状況
該当なし

【分析結果とその根拠理由】
上記のように、少人数教育の密な意思疎通により、実質的に措置が機能していると判断する。

観点５－６－④： 専門職学位課程を除く大学院課程においては、学位授与方針に従って、学位論文に係る評
価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審査体制の下で、修了認定が
適切に実施されているか。
また、専門職学位課程においては、学位授与方針に従って、修了認定基準が組織として策
定され、学生に周知されており、その基準に従って、修了認定が適切に実施されているか。
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【観点に係る状況】
学位論文に係る評価基準については、研究科細則により定められており、研究科教授会が構成員の互選によっ
て選出した審査委員により学位論文の審査が行われている。
（資料５－６－④－１）
。
資料５－６－④－１ 学位論文に係る評価基準及び審査手続き等
（論文の審査）
第１０条 審査会は、規則第４条第２項に基づく申請者の学位論文が、研究科の課程を修了して学位を授与されるものと同等以上
の内容を有しているものであることを確認した後、申請者が専攻学術に関し、同様に広い知識を有することを確認しなければなら
ない。
（出典：弘前大学学位規則地域社会研究科細則）

学位論文の審査体制は、教授会が選出する３名の審査委員からなる審査会を中心に行い、教員・学生等に公開
で審査を行う「公開審査会」を経て、審査会の報告に基づき、教授会が学位授与の認定議決を行う。
（資料５－６－④－２）
。
資料５－６－④－２ 学位論文に係る審査体制
審査体制等
組織の役割

概要
研究科教授会が構成員の互選により主査１名及び副査２名からなる審査委員を選出す
る。

組織の人的規模やバランス

論文審査は審査会を中心に行われるが、公開審査会は教員のみならず学生も出席するな
ど多方面からの審査を受ける仕組みになっている。

組織間の連携、意思決定プロセス

研究科教授会が学位申請書を受理した後、審査委員を選出、審査会の論文審査及び学力
の確認を経て、審査会の報告に基づき、研究科教授会が学位授与の認定議決を行う。

責任の所在等

学位授与の認定議決は研究科教授会が行う。
（出典：学位申請の手引き）

これらの評価基準や審査手続き等については、入学のガイダンスで配付する「学位申請の手引き」に明記され
ており、本研究科ホームページにも掲載され、十分に学生に周知されている。
（資料５－６－④－３）
。
資料５－６－④－３ 学生への周知
地域社会研究科ホームページ内
＜修了要件・学位＞
「学位申請の手引き(PDF)」 「各種様式(Word)」 はこちらからダウンロードできます。
（出典：http://www.hirosaki-u.ac.jp/Tlag/degree.html）
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【分析結果とその根拠理由】
本研究科では、学位授与方針に従って、学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されてお
り、適切な審査体制の下で、修了認定が適切に実施されていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
特になし
【改善を要する点】
特になし
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基準６ 学習成果
（１）観点ごとの分析
観点６－１－①： 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付けるべき知識・技能・態度等について、
単位修得、進級、卒業（修了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文
等の内容・水準から判断して、学習成果が上がっているか。
【観点に係る状況】
本研究科においては単位取得率が 80～90％である。留年率は 21 年度までは 40％後半の状況であったが、ここ
のところは 10％を切るような状況となった（資料６－１－①－１）
。前者の単位取得率の高さは研究科における
事前の教育指導が徹底し、院生の学習計画の変更等が少ないことを表している。また、個別院生への徹底指導を
可能にする少人数対面による授業の成果でもある。後者の留年率は社会人学生向けの長期履修制度（3 年の修業
年限を社会人学生に限って 6 年まで延長することができる制度）の普及が進んだことによるものと思われる。
休学は休学率が 10％前後で推移し、退学はほとんどない。
本研究科院生の修了は徐々に標準修業年限内での修了が増えている。研究科のカリキュラムの理解が進み、学
習成果が確実に上がっていることを表している（資料６－１－①－２）
。なお、退学直後に論文を提出する論文博
士はこの修了率に反映されていないが、これまで 2 名の論文博士を出していることを付け加えておく。
本研究科の学習による資格は特にないので、資格取得率については該当しない。大学院生の受賞に関しては、
把握している限りでは、１件である。平成 22 度修了の院生が、研究テーマ関連の作品作成で、22 年度日本土木
学会賞を受賞している（資料６－１－①－４）
。
資料６－１－①－１：単位修得率、留年率、休学率、退学率の状況
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

単位修得率

１００％

８１．９７％

９７．５６％

９０．５９％

留年率

４８．４８％

４５．７１％

９．０９％

５．８８％

休学率

０％

１１．４３％

１５．１５％

８．８２％

退学率

１２．１２％

０．０９％

０％

０％
（出典：全学共通データ）

資料６－１－①－２：修了率の状況
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

標準修業年限内

２５％

２５％

２８．５７％

３３．３３％

標準修業年限内×１．５

３３．３３％

４２．８６％

２５％

４０％
（出典：卒業率データ）

資料６－１－①－３：資格取得率の状況
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

該当なし
（出典：全学共通データ）
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資料６－１－①－４：大学院学生の受賞状況
受賞年度
平成 20 年度

賞の名称

学会等名称

対象学生名

平成 20 年度第23 回映画

社団法人日本土木学会

緒方 英樹

受賞内容
最優秀賞

コンクール
（出典：社団法人日本土木学会ＨＰより http://www.jsce.or.jp/committee/cinema/23cinema.html#n1）

【分析結果とその根拠理由】
上述のとおり、本研究科は単位修得率が高く、少人数教育による教員の指導がよく行き届いている成果だと考
えられる。留年率・休学率も社会人学生が多いが、長期履修制度や授業料免除制度などを活用して、長い目で計
画的に履修・研究計画を立てており、低く推移している。修了率は、上記データに反映されている修了者のほか、
単位を取得し、満期退学した学生が論文博士として学位を取得するなどしており、これからも論文博士として学
位取得者が増えることが予想されるなど学習の成果は上がっていると判断する。
観点６－１－②： 学習の達成度や満足度に関する学生からの意見聴取の結果等から判断して、学習成果が上
がっているか。
【観点に係る状況】
本研究科では、各授業に学生１～２名程度の少人数授業を実施しているため、授業アンケート等は実施してい
ないが、上述のとおり単位修得率が高く、一人一人の進度に配慮したきめこまやかな指導を行っている。また、
卒業生も年に数人のため、公開審査会等の研究科行事の際に意見交換し、直接意見等をじっくり聞くことにより
卒業生一人一人の考えを把握することができており、アンケート等で集約された意見よりもより正確に研究科へ
反映できている。毎年７月、１月には修了予定者の論文公開審査会を実施しており、多くの教員・在学生・ＯＢ
ＯＧと意見交換を行っている。また平成２３年度には、地域社会研究科 10 周年記念座談会を実施し、修了生・在
学生のほか退学者も参加して、
研究科での学習成果や論文執筆に関する意見等を広く集めることができた。
なお、
本研究科の各年度修了生はごく少数のため、座談会に参加可能な複数の在学生からも意見を集めている。
（資料６
－１－②－１）
資料６－１－②－１： 学習成果に関する学生からの意見聴取
平成２３年度 地域社会研究科 10 周年記念座談会
・わたしたちの業種では、発掘した遺跡の記録を報告書にまとめることも重要な仕事のひとつです。
（中略）膨大かつ貴重な資料を
使って、現場で得られた生きた問題を解くこと、それを目的として私はこちらの大学院に入りました。そして、それを今度は地域社
会あ埋蔵文化財の調査・研究に還元していく、そういう作業が必要なんだろうと痛感しています。
（中略）昨年度は１年間休職して
勉学に励んでいましたが、時間的な区切りがつけられなくなりました。仕事だと時間が決まっていますのでその点いいのですが、自
由に研究していいとなるとそれができなくなり、まったくおかしな話ですが、体調を崩しました。今年は復職しています。やはり仕
事をしながらだと、時間を本当に細かく見つけてやらないといけないので苦労はありますが、この研究科は社会人に対しての体制が
充実していますので、そういう状態で行っています。
・研究の世界に入ってみると、みんな 1 人でやっているなという感じがすごくありました。別なことをやってるんだけど、一緒にや
っている感覚は、あるもの１つを共有しないと無理だなって思います。けれど、向かっていることが一緒だとわかると、仲間という
感じが持てて、地域作りなど地域に係る場合でも大事だと思っています。
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・
（中略）横のつながりが必要だと思います。論文とは直接関係なくても色々な考えがあり、とても大事なことだと感じました。皆
さん社会人なので授業の時しか会えないので。
・物理的な問題かもしれませんが、ある大学の研究室なんですが、広い部屋があってその通路の横に休憩室のような会話するスペー
スがあるんですよね。そこで話しをするようになっている、そういうふうにやればいいのかなと。
（出典：地域社会研究第５号１～１４頁から抜粋）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科の学生の多くは、職業を持った社会人であるにも関わらず、上述のとおりほとんどの履修者が単位を
取得していることから、少人数授業による対面教育が機能しており、学習の達成度は高い状態にあると考えられ
る。また、地域社会研究会という院生組織を運営し研究成果を発表しあうなど、自ら学習の成果を上げていこう
とする姿勢が見られ、社会人ということもあり、現状認識・向上意識は常に高い状態にある。上記座談会におい
ては、研究科が設立１０周年を迎え、研究科が社会人学生が就労しながら研究できる体制ができていることや、
指導が充実しているなどの意見がある一方で、スペースが不足しているという指摘があった。また、社会人学生
が多いことから、普段からの簡単なコミュニケーションや情報交換に乏しくなる傾向があるため、院生室等スペ
ースの効率的な利用について意見がでるなどし、総じて学習や研究についての満足度は高く学習成果は上がって
いる一方で、設備等についてはこれからの対応が必要とされている。

観点６－２－①： 就職や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績から判断して、学習成果が上が
っているか。
【観点に係る状況】
八戸大学に勤務しながら本研究科に在籍し、平成 21 年度に修了した石原氏は 23 年度から石巻専修大学に昇格
異動し、研究テーマの地域ブランド研究で地域貢献を行った。石原氏は東日本大震災の復興においても八戸石巻
間の企業間連携を促すなど、研究成果を踏まえた活動を行っている。
また本研究科は、現職の社会人がほとんどであり、課程修了と同時に就職を求める学生はほとんどいない現状
であるが、
（資料６－２－①－５）近年では、弘前大学特別研究員として研究を継続的に実施する学生もおり、そ
の成果がメディアにとりあげられるなど、活躍が期待されている。
（資料６－２－①－６）
資料６－２－①－５： 進学率、就職率の状況（博士課程・博士後期課程）
区

分

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

就職率

０％

０％

０％

０％

就職希望者の就職率

０％

０％

０％

０％
（出典：全学共通データ）

資料６－２－①－６：修了生の社会での活躍が確認できる資料
１.本研究科を修了した石原慎士氏の関連記事
（大震災を生きる）第７部 海と大地とともに（下）水産 2012.5.14 msn 産経ニュース
４月下旬、石巻魚市場ではコウナゴの競りが行われた。水揚げ量はまだ少ないが、市場は活気を取り戻しつつある
＝宮城県石巻市
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■業界の垣根越え連携
石巻市では、水産業復興へ業界の垣根を越えた連携も生まれた。石巻専修大経営学部准教授の石原慎士さんらのチームは昨年５月、
水産加工業者の事業継続のため、他の産地での代替生産を提案。関東の流通業者の協力を得て、被災企業製品の販売イベントなど
も行った。石原さんは「研究だけでなく実際に役立つことをしなければと思った」。
呼び掛けに応えた山徳平塚水産社長の平塚隆一郎さん（５２）は「新たな顧客の声や販売方法が発見できた」と振り返る。平塚さ
んは、水産復興会議で若手による「将来構想ワーキンググループ」をまとめる。最先端の冷凍技術を使った設備の共同設置や魚市
場に一般向けの商業施設などを検討中だ。目標は石巻ブランドを再構築して、輸出産業に育てること。
（出典：msn 産経ニュース２０１２年５月１４日 http://sankei.jp.msn.com/life/news/120514/trd12051408250002-n3.htm）
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２.本研究科を単位取得退学し、弘前大学特別研究員となり研究を継続、現在論文博士を目指している白石睦弥氏の研究が取り上
げられた新聞記事。

（出典：陸奥新報 ２０１２年３月５日）
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３.本研究科を単位取得退学し、弘前大学特別研究員となった白石睦弥氏の関連記事。また、文責は、本研究科修了生の櫛引素
夫氏によるものである。

（出典：東奥日報 ２０１１年３月２３日）
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【分析結果とその根拠理由】
上述のとおり、本研究科は社会人学生が多く、修了や退学と同時に就職に至ることはほとんどないが、論文と
自らの職業を絡めたテーマを研究することで、学業の成果が職務に生かされていることはもちろん、弘前大学特
別研究員となり研究を継続して実施して研究者となって活躍する学生もいるなど、学習の成果は十分に上がって
いると判断する。

観点６－２－②： 卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して、学習成果が上
がっているか。
【観点に係る状況】
本研究科では、ほとんどが社会人学生のため、就業先の関係者へのアンケート調査等は実施していないが、院
生と研究科ＯＢ・ＯＧによる「地域社会研究会」が継続的に実施されており、これまでに多くののＯＢ・ＯＧが
自らの研究等について発表するなど、修了・退学後も研究活動を続けるなど熱心な者が多い。平成 23 年度に実施
した地域社会研究科 10 周年事業の座談会においては、学習の成果などについての意見も出されている。
（資料６
－２－②－１）なお本座談会では、各年度１人～数人の修了生数であるため、座談会に参加可能な複数の修了生・
満期退学者等から意見を聴取している。また、弘前大学特別研究員となった者は、研究を継続しながら、科研費
への応募や外部資金の獲得を目指している。
資料６－２－②－１：修了生についての意見聴取の結果
平成２３年度 地域社会研究科 10 周年記念座談会より
・私自身について言えば、４年かかって学位をとり、その結果を弘大出版会から出させていただき、それが仕事と接点があり、―研
究テーマは新幹線だったのですが―そういう意味では社会への還元もでき、かつ自分の仕事への還元もできたということは非常に実
り多い研究生活になりました。
（中略）ここで学んで学位をとったことで、自分の人生の充実と地域貢献もできたということは、非常
に名誉なことです。
・普段は盛岡と弘前で離れているのですが、常にメールで先生と密接なコミュニケーションをとれていましたので、目の前に先生が
いるような形でよかったと思います。
（中略）まとめた論文は整理し直して、2009 年に、日本経済評論社から『地域再生と産業振興』
を出版しました。
・長期履修の中で私が変化したことは、１つの事柄を時間軸で考えること、文化圏の差で考えることなど、多面的になったことだと
思います。
（中略）人の話をしっかりと聞き取ること、論理立てて順序よく、相手に理解しやすいように話すという訓練がされたこと
だと思います。また、学会発表では多くの先生から、いろいろな質問や発表の不備を指摘され、大変勉強になりました。経営の現場
でも、以前より全体の骨組みの中で、１つの事柄をとらえられるようになり、会話の受け答えも以前より適切になっているように感
じます。
（出典：地域社会研究第５号１～１４頁から抜粋）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科の修了生は、社会人が多いこともあり、職業と研究を関連付けて考え、様々な点で成果を生かすこと
ができおり、学習・研究の成果は十分に上がっている。終了後には、社会の第一線にて活躍する方が多いが、指
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導教員の退職時の最終講義では、実行委員会で中心的な役割を果たすなど本研究科 OB・OG として協力的に活動を
続ける方も多く、院生等の活動を支え、よい連鎖となって研究科・院生を支えている。また、弘前大学特別研究
員となった者についても、その研究成果が注目されるなど活躍の場を広げていることから、本研究科で学んだ学
習成果は確実に上がっていると判断する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
特になし
【改善を要する点】
特になし
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基準７ 施設・設備及び学生支援
（１）観点ごとの分析
観点７－１－①： 教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備が整備され、有効に活用されているか。
また、施設・設備における耐震化、バリアフリー化、安全・防犯面について、それぞれ配慮
がなされているか。
該当なし

観点７－１－②： 教育研究活動を展開する上で必要なＩＣＴ環境が整備され、有効に活用されているか。
該当なし

観点７－１－③： 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に
収集、整理されており、有効に活用されているか。
該当なし

観点７－１－④： 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。
【観点に係る状況】
本研究科では、コラボ弘大４階に 3 名の専任教員室に並んで５０㎡の院生室１と２８㎡の院生室２があり、多く
の院生が研究活動のため利用している。院生室１には、9 台の机と棚とともに、パソコン６台のほか、コピー機プ
リンターそれぞれ１台、全院生共用の冷蔵庫一台を設置している。なお、この部屋では少人数の打ち合わせを実施
することも可能である。また、院生室２は、院生の研究場所を確保するために、当面の対応として研究科長室を院
生室として提供しているものであり、4 台の机と書棚、パソコン４台とプリンター1 台が配備されている（資料７－
１－④－１）
。

資料７－１－④－１：自主的環境の整備状況
室名
院生室１

面積
50 ㎡

机
９台

設備
ノートパソコン６台

利用可能時間

利用状況

ID カードで 24 時間利用可能

常時8名の院生及び1名の特別研究
員が利用

院生室２

28 ㎡

４台

ノートパソコン４台

ID カードで 24 時間利用可能

常時3名程度の院生及び1名特別研
究員が利用

（出典：地域社会研究科院生室見取り図）
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上述したとおり、平成２２年度に院生要望に応じた院生研究スペース確保のため、従来の研究科長室を院生室２
として学生に提供している。
（資料７－１－④－２）
。
資料７－１－④－２ 学生のニーズ及び対応状況
学生ニーズの具体的事例

対応状況

社会人院生等が積極的に施設を活用したいという要望 平成２２年度に研究科長室として設置されたスペース
があり、院生専用の研究スペースを拡充

を院生室２として院生及び特別研究員に提供した。これ
により、机・ノートパソコンの設置場所が増え、研究活
動に大学施設内で従事する学生が増えた。
（出典：教務課教務企画グループ）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科では、平成２４年度４月１日現在の在学者は３２名（休学者４名を含む）であり、上記の限られたスペ
ースと設備を院生間でやりくりしながら院生の自学習支援を進めている状況である。現在は札幌、千葉、神奈川等
の遠隔地らの院生もあって何とか対応はできているが、来年度に入学者を受け入れることを想定するとスペースが
不十分となり、院生の研究活動に支障をきたすことが懸念される。物的条件の拡張は喫緊の課題である。

観点７－２－①： 授業科目、専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。
【観点に係る状況】
授業科目の選択に係るガイダンスは、年度当初に新入生を対象として実施している。また、当ガイダンスには 2
年次以降の院生も履修方法等の再確認を目的に対象者に加えている。そのほか、履修計画は主指導教員を中心とし
た３名の指導教員が確認・指導することとしており、学位論文執筆に関する十分な指導がなされている。
（資料７－
２－①－１）
資料７－２－①－１：ガイダンスの実施状況（研究科）
ガイダンスの種類
新入生ガイダンス

対象学生
新入生

参加者数

実施内容

全員（必要

履修案内、履修手続きについての説明のほか、院生室の利用、長期

に応じて

履修制度、特別研究助成制度についての説明を行っている。

２、３年）
（出典：教務課教務企画グループ）

【分析結果とその根拠理由】
上述のとおり、本研究科では新入生を対象としたガイダンスにおいて、履修案内、履修手続き等について説明し、
３年間で学位を取得できるプログラムの説明をしている。同時に、社会人院生が職業を持ちながら研究従事するた
めの支援制度である長期履修制度の説明をし、特別研究助成制度などの経済支援制度等についても紹介するなど、
院生の立場に立った学習支援に関する説明を行っている。
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また、院生は指導教員により個々の院生の実情に応じた履修計画及び研究上の指導を受けており、院生それぞれ
の事情に応じた授業科目選択及び履修計画について適切なガイダンスが実施されていると判断する。
観点７－２－②： 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切に行
われているか。
また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことのでき
る状況にあり、必要に応じて学習支援が行われているか。
【観点に係る状況】
本研究科は、既述のように、入学定員が 6 名と少数なため、院生と指導教員の間は常に直接面談、あるいはメー
ル等で相談や指導・助言を行っている。また、指導教員は主指導教員のみならず、２名の副指導教員から指導を受
けている。
（資料７－２－②－１）
。
資料７－２－②－１：学習支援の実施状況
学習支援の取組

実施状況

備

少人数教育、対面授業

授業は履修者が１～３名程度の少人数の対面授業である。

１名の学生を３名の教員で

平成２４年４月１日現在、３２名の在籍学生がおり、３０名の教員が

指導すること

それぞれ主指導・副指導教員として指導にあたっている。

考

（出典：学務部教務課教務企画グループ）

本研究科では、職業を持ちながら研究に従事している社会人院生に対して、
「長期履修制度」についてガイダンス
で説明するなどしており、
平成２４年４月１日現在で、
３２名の学生のうち１６名がこの制度の適用を受けている。
また、ほとんどの社会人学生が同制度の適用を受け職務と研究の両立に励んでいることから、平成２３年度に、そ
の申請時期等についての条件を明確にし、１年次から同制度が適用できるよう研究科教授会において考え方をまと
めている。その結果、平成２４年度は新入生６名のうち、２名の学生が１年次からの長期履修制度適用を受けてい
る。
（資料７－２－②－２）
資料７－２－②－２ 留学生、社会人学生及び障害のある学生等への学習支援の実施状況
人数（平成 24.5.1 現在）
留学生

１

実施状況
特別な制度等はないが、
指導教員のもと適切な指導を受けている。
また、
院生室の設備を積極的に活用し、研究に従事している。

社会人学生

２７

平成２４年５月１日現在、１６名の学生が長期履修制度の適用を受けて
いる。

障害のある学生

０
（出典：学務部教務課教務企画グループ）

【分析結果とその根拠理由】
本研究科は上述のとおり、まさに少人数教育であり、院生の意向は教員との直接面談によって汲み上げられてい
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る。また、長期履修制度を申請しやすいよう、その申請時期を教授会で明確にするなど社会人学生に配慮した取組
を行っており、学習支援等に関する学生のニーズが適切に把握され、学習相談、助言、支援が適切に行われている。
以上のことから、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援が適切に行われていると判断する。

観点７－２－③： 通信教育を行う課程を置いている場合には、そのための学習支援、教育相談が適切に行われ
ているか。
該当なし

観点７－２－④： 学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われているか。
該当なし

観点７－２－⑤： 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、生活、健康、就職等進路、各種
ハラスメント等に関する相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。
また、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことので
きる状況にあり、必要に応じて生活支援等が行われているか。
【観点に係る状況】
本研究科の学生はほとんどが社会人院生であり、院生でありながら同時に別途職業に従事していることから、仕
事と研究の両立ができるよう指導教員と密接な連携を図りながら学生生活を送っている。また、職業を持たない院
生を主な対象に、院生室の掲示版に随時教員公募情報を提供するなど、大学院修了後の出口（就職）のきっかけづ
くりを行っている。また、健康、各種ハラスメントについては掲示版等で常時対応を呼びかけ、専任教員を中心に
対応している。
（資料７－２－⑤－１）
。
資料７－２－⑤－１：生活支援の実施状況
生活支援の取組

実施状況

生活

社会人院生が多いことから、研究と仕事の両立について指導教員と調整しながら研究を続けている。

健康

健康診断を受けるよう、メール及び掲示等で促している。

進路・就職

職業を有さない学生のために、教員公募情報を提供するなどしている。

各種ハラスメント

掲示等で注意喚起している。
（出典：学務部教務課教務企画グループ）

上述のとおり、留学生に対しての特別な支援はないが、少人数教育のもと、指導教員と連携を図りながら適切な
指導を受けている。
（資料７－２－⑤－２）
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資料７－２－⑤－２ 特別な支援が必要な学生への生活支援の実施状況
人数（平成 24.5.1 現在）
留学生

１

生活支援の状況
特別な制度等はないが、指導教員のもと適切な指導を受けている。
また、院生室の設備を積極的に活用し、研究に従事している。

障害のある学生

０
（出典：学務部教務課教務企画グループ）

【分析結果とその根拠理由】
観点７－２－②に同じく、本研究科はまさに少人数教育であり、生活支援に関するニーズも各教員により汲み上
げられており、学生への生活支援等は実質的に行われていると判断する。

観点７－２－⑥： 学生に対する経済面の援助が適切に行われているか。
該当なし

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
該当なし
【改善を要する点】
該当なし
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基準８ 教育の内部質保証システム
（１）観点ごとの分析
観点８－１－①： 教育の取組状況や大学の教育を通じて学生が身に付けた学習成果について自己点検・評価
し、教育の質を保証するとともに、教育の質の改善・向上を図るための体制が整備され、機
能しているか。
【観点に係る状況】
本学では、教員の諸活動のデータを一元的に収集・蓄積する「大学情報データベースシステム」を構築して
いる。本システムは、評価室による管理の下、各教員が随時、個々の教育研究活動等の情報を入力し、本学の
教員業績評価に活用されているほか、
研究者総覧として大学ウェブサイトに掲載し研究者情報を公表している。
学士課程のシラバスは、
「サイボウズ・デジエ」を活用し、教員の入力等について全学で一元管理されてお
り、大学ウェブサイトに掲載し公表している（資料８－１－①－１）
。
資料８－１－①－１：全学的な教育活動データの収集・蓄積状況
大学情報データベースシステム〔学内限定〕 http://www.hirosaki-u.ac.jp/kikaku/hyoka/dbnew.html
研究者総覧 http://hue2.jm.hirosaki-u.ac.jp/index-j.jsp
シラバス http://www.hirosaki-u.ac.jp/syllabus/index.html

学生の履修、成績等のデータは、全学の教務システムにおいて収集・蓄積しており、学務部教務課が管理し
ている。
研究科独自には、教育活動のデータ・資料の収集・蓄積を行いつつ、学習成果の検証・評価に取り組んでい
る。これら自己点検・評価の結果については、小規模な組織であるために研究科長が中心となって質の向上や
改善に結びつけるための方策立案に取り組んでいる。具体的には、月 1 回（最終土曜日）の頻度で院生と教員
の自主的研究組織を開催している。この組織は公開しており、院生報告に対して指導教授、専任教員、参加院
生からの意見が出されている。報告する院生は自己の研究の問題点を知り、参加院生は自分の研究との差異を
認識し、教員は研究教育方法への反省を促す機会になっている。

【分析結果とその根拠理由】
具体的な教育内容、研究指導等については、指導教員等にゆだねており、特別なデータの作成や蓄積を行っ
ていないが、今後は研究科としての FD 活動をさらに充実させ、その成果を基礎とした自己点検・評価体制の
整備に努めていきたい。

観点８－１－②： 大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取が行われており、教育の質の改善・向上に
向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。
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【観点に係る状況】
学生からの意見聴取については、全学の教育委員会が行っている「授業方法改善のための学生による授業評
価に関するアンケート」において、学士課程のすべての授業科目（卒業研究、臨地臨床実習を除く。
）について
学生からの満足度等を聴いている。また、大学として４年ごとに学生生活実態調査を行い、授業内容や学習環
境等の満足度について意見を聴いている（資料８－１－②－１）
。
また、本研究科においては、観点６－１－②に示しているように 2007 年 11 月と 2011 年 10 月に院生と専任
教員等との意見交換を行っている。その内容については、地域社会研究科内の院生機関誌「地域社会研究」に
収録・公表している。
教職員からの意見聴取としては、研究科教授会にて議論を行っているほか、平成２４年度からは専任教員会
議を週一回実施している。
（資料８－１－②－２、資料８－１－②－３）
。
資料８－１－②－１：全学的な学生の意見聴取の取組
平成２３年度前期「授業方法改善のための学生による授業評価に関するアンケート」集計結果について
http://www.hirosaki-u.ac.jp/jimu/gakumu/gakunai/hyoka23-1/index.html
第６回学生生活実態調査報告書 http://www.hirosaki-u.ac.jp/jimu/gakumu/gakunai/jittaichousa.pdf

資料８－１－②－２：学生の意見聴取の取組
実施年度

意見聴取の内容

実施体制

改善・向上に結びつけた事例

平成23年

在籍院生、留学生、ＯＢ等から研究科設

地域社会研究科

10 年前、設立当初に研究科に課されていた使命等を共

度

立 10 年を迎え、これまでの学位取得、

座談会

有していくこと。

地域社会研究会

院生と教員、ＯＢなどが直接対話する情報交換の場と

留学、論文執筆などに係る意見交換を実
施。
月１回実

研究計画、研究題目についてのほか、研

施

究従事に係ること。

なり、論文審査で実施する公開審査会の取組にも反映
されている。
（出典：地域社会研究第５号）

教職員からの意見聴取としては、研究科委員会、教授会での討論とともに、週 1 回の専任教員会議を通して、
教育の質の改善等をテーマとしている。
（資料８－１－２－③）
。
資料８－１－②－３：教職員の意見聴取の取組
実施年度
24 年度

意見聴取の内容
震災研究の実施について

実施体制
専任教員会議

改善・向上に結びつけた事例
平成 23 年度、八戸の避難所等の調査を行ってきたが、
この調査を足がかりとして、研究科共通の研究テーマ
として震災研究を行うこととし、研究科教授会に提言
した。
（出典：学務部教務課教務企画グループ）
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【分析結果とその根拠理由】
大学の構成員（学生及び教職員）の意見の聴取は上記のとおり実施されており、教育の質の改善・向上に
向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされていると判断する。なお、今後は実施体制等を明確にしてよ
り充実させていきたい。

観点８－１－③： 学外関係者の意見が、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活か
されているか。
【観点に係る状況】
本学では、２年ごとに、卒業生に対するアンケート調査として、在学時の教育内容の満足度、学生生活の評
価、身につけた知識内容、大学の支援内容等について、また、卒業生を採用している企業等に対しては、採用
にあたっての重視項目、卒業生の印象、本学の教育に対する期待するもの等について調査し、意見を聴いてい
る（資料８－１－③－１）
。
本研究科の院生行動に対応しておらず、個別具体的な状況下では活用しにくいものとなっている。
資料８－１－③－１：全学的な学外関係者の意見聴取の取組
弘前大学卒業生に対するアンケート調査結果及び企業等に対するアンケート集計結果の検証について
http://www.hirosaki-u.ac.jp/jimu/gakumu/enquete/kensyo.html

また、本研究科では、大学・研究所等との院生評価等に関する意見聴取を行っているが、入学定員もごく少数
のため、集計や冊子の作成は行っていない。
【分析結果とその根拠理由】
学外関係者の意見は、現在の段階においては、教育の質の改善・向上に向けて具体的かつ継続的に適切な形
で活かされているとはいえない。今後の課題として対処したい。

観点８－２－①： ファカルティ・ディベロップメントが適切に実施され、組織として教育の質の向上や授業
の改善に結び付いているか。
【観点に係る状況】
全学のＦＤ活動については、
教育委員会や 21 世紀教育センターがＦＤ講演会やＦＤワークショップを開催し
ており、これに各教員が参加している。
本研究科で実施しているＦＤは、観点 8－1－①において述べているように、論文指導を中心とする教育の改
善をテーマとし、2011 年から学位論文の公開審査会を本研究科のＦＤと位置づけた。また、月に 1 回のペース
で実施されてきた院生中心の地域社会研究会もＦＤと位置づけている。
（資料８－２－①－１）
資料８－２－①－１：部局ＦＤの実施状況
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実施年度

ＦＤの内容

平成 23 年度

弘前大学大学院地域社会研究

教員の参加人数

具体的改善方策の内容（カリキュラム・授業方法改善例等）

約 10 名

研究科院生等が現在行っている研究活動や作成した報告書に

科研究報告会
平成 23 年度

学位論文公開審査会

ついて講演、質疑応答等を実施。
約 40 名

論文審査の際に実施する公開審査会をＦＤとして実施。在学
生も参加し、みずからの論文発表の際及び教員が指導する際
の参考になった。

以上２件
（出典：学務部教務課教務企画グループ ）

【分析結果とその根拠理由】
上記のとおり、本研究科独自のＦＤを実施し始めたのは昨年度からであり、組織として教育の質の向上や授
業の改善に結び付いているものの、制度化についての課題があると認識している。

観点８－２－②： 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質の向
上を図るための取組が適切に行われているか。
【観点に係る状況】
教務担当事務職員については、東北地区の国立大学等が共同で開催している学生指導研修等へ参加させ、事
務職員の資質向上を図っている。
ＴＡ・技術職員は配置していない。
【分析結果とその根拠理由】
本研究科のファカルティデべロップメントは教育特性合わせて実施されているが、改善の余地があると判断
する。

（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
該当なし
【改善を要する点】
該当なし
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基準 10 教育情報等の公表
（１）観点ごとの分析
観点 10－１－①： 大学の目的（学士課程であれば学部、学科又は課程等ごと、大学院課程であれば
研究科又は専攻等ごとを含む。）が、適切に公表されるとともに、構成員（教職員
及び学生）に周知されているか。
【観点に係る状況】
研究科の目的については、部局ウェブサイトに掲載し、学内外に公表しているほか、刊行物では研
究科案内に掲載し、志願者に配付し、周知している。また、院生への連絡・通知、論文募集等の情報
は随時院生室横のボード等に掲示して院生の利用に供している。さらに、独自にウェブサイトを設け、
研究科に関する情報の適切な公表につとめている。（資料 10－１－①－１）。
緊急な連絡や個別院生にとっての必要な情報は事務担当者等がメールや電話等で連絡をするなど
院生への情報連絡上の対処を行っている。
加えて、2010 年春以降、NPO 法人ひろだいリサーチの編集協力を得て、パンフレット「弘前大学と
地域づくり」を発行している。2012 年春までに 3 号を発刊している。このパンフレットは本研究科に
おけるホット情報を掲載するもので、第 3 号では「東日本大震災に対する地域社会研究科のとり組み」
も取り上げている。

資料 10－１－①－１ 周知の状況（平成 23 年度）
媒体

対象者

研究科ウェブサイ

構成員、学生、

ト

志願者等

研究科案内

構成員、志願

周知方法

周知の程度

全構成員に配付。志願者等の希望者に配付している。

全構成員、志願者等

新入生ガイダンスで全新入生に配付するとともに、大

全新入生

者等
履修案内

新入生

学の目的、研究科の目的等を説明している。
（出典：http://www.hirosaki-u.ac.jp/Tlag/index.html、弘前大学大学院地域社会研究科案内、履修案内（付授業概要））

【分析結果とその根拠理由】
本研究科は、入学定員６名と少数であるものの、学部、修士課程を持たない独立研究科であって、
社会人等の外部からの入学希望者獲得が最重要課題である。そのため、研究科設置目的の公表・周知
等の広報活動は極めて重要な業務である。
以上のことから、本研究科の設置目的と活動の実態は適切に公表されているとともに、院生および
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研究科の構成員に周知されていると判断する。

観点 10－１－②： 入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周
知されているか。
【観点に係る状況】
研究科の入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針については、部局ウェブサ
イトにも掲載し、学内外に広く公表している。
刊行物では、毎年度学務部入試課と連携しつつ、
「弘前大学大学院地域社会研究科学生募集要項（後
期 3 年博士課程）
（社会人特別選抜を含む）」
、
「弘前大学大学院地域社会研究科【後期博士課程】案内」
を作成し広く配布している。（資料 10－１－②－１）。
資料 10－１－②－１ 周知の状況（平成 23 年度）
媒体

対象者

周知方法

周知の程度

研究科ウェブサイ

構成員、学生、 トップページに掲載している。

ト

志願者等

弘前大学大学院地

志願者、構成

研究科の特色、講座の構成と研究内容、修了要件と学

関係機関への郵送、教

域社会研究科【後期

員

位、教員別シラバス、入学者選抜に関する募集人員、

員等による説明会での

出願資格、出願期日・試験日等

配布

志願者、希望者を中心に配付している。

市町村等へ郵送で配

博士課程】案内
弘前大学大学院地

志願者等

域社会研究科学生

付。

募集要項
（出典：http://www.hirosaki-u.ac.jp/Tlag/index.html、弘前大学大学院地域社会研究科学生募集要項）

【分析結果とその根拠理由】
以上より、入学者受入方針、教育課程の編成・実施方針及び学位授与方針が適切に公表、周知され
ていると判断する。

観点 10－１－③： 教育研究活動等についての情報（学校教育法施行規則第 172 条の２に規定される
事項を含む。
）が公表されているか。
該当なし
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（２）優れた点及び改善を要する点
【優れた点】
特になし
【改善を要する点】
特になし
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