
【基準１　大学の目的】
（チェック＝■）

観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）
 □ 定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 定めている 　・

 □ 非該当 　・

研究科又は専攻等の目的を学則等に定め
ているか

《大学院設置基準第１条の２》
《専門職大学院設置基準第35条》

１－１－①

１－１－②

関係法令等適合チェックリスト（○○大学）

学部、学科又は課程等の目的を学則等に
定めているか

《大学設置基準第２条》

大学の目的を学則等に定めているか

《大学設置基準第２条》

大学院の目的を学則等に定めているか

《大学院設置基準第１条の２》
《専門職大学院設置基準第35条》

平成○年５月１日現在



【基準２　教育研究組織】
（チェック＝■）

観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）
 □ 置いている 　・

　・

 □ 定めている 　・

　・

教授会を置いているか

《学校教育法93条》

教授会等の審議事項として、学生の入学、
退学、転学、留学、休学及び卒業を定めて
いるか

《学校教育法施行規則第143条》
《学校教育法施行規則第144条》

２－２－①



【基準３　教員及び教育支援者】
（チェック＝■）

観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）
 □ 適切に確保している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 置いている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 担当している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 適切に確保している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 適切に確保している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 置いている 　・

 □ 非該当 　・

大学院課程において、キャンパスが分散し
ている場合は、各キャンパスに専任の教員
（教授又は准教授）を１人以上置いているか

《大学院設置基準第８条第６項》

専門職学位課程を除く大学院課程におい
て、教員を法令に従い適切に確保している
か

《大学院設置基準第８条》
《大学院設置基準第９条》
《大学院設置基準第９条の２》
《大学院設置基準第27条》
《大学院設置基準第38条》
《Ｈ11文科省告示第175号》
《Ｈ11文科省告示第176号》
《Ｈ15文科省告示第50号》

専門職学位課程において、教員を法令に従
い適切に確保しているか

《専門職大学院設置基準第５条》
《専門職大学院設置基準第35条》
《Ｈ15文科省告示第53号》

学士課程において、専任教員を法令に従い
適切に確保しているか

《大学設置基準第12条》
《大学設置基準第13条》
《大学設置基準第46条》
《大学設置基準第53条》
《大学設置基準別表第１》
《大学設置基準別表第２》
《大学通信教育設置基準９条》
《Ｈ16文科省告示第175号》
《Ｈ15文科省告示第44号》

学士課程において、キャンパスが分散して
いる場合は、各キャンパスに専任の教員
（教授又は准教授）を１人以上置いているか

《大学設置基準第７条４項》

教育上主要と認める授業科目について、原
則として専任の教授又は准教授が担当して
いるか

《大学設置基準第10条》

３－１－②

３－１－③



 □ 適切に定めている 　・

　・

 □ 置いている 　・

　・

教員の採用・昇格等に関する基準を法令に
従い適切に定めているか

《大学設置基準第14条》
《大学設置基準第15条》
《大学設置基準第16条》
《大学設置基準第16条の２》
《大学設置基準第17条》
《大学院設置基準第９条》
《専門職大学院設置基準第５条》

図書館に専門的職員その他の専任の職員
を置いているか

《大学設置基準第38条第３項》

３－３－①

３－２－①



【基準４　学生の受入】
（チェック＝■）

観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）
 □ 定めている 　・

　・

 □ 適切に定めている 　・

　・

 □ 定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 適正である 　・

 □ 超過（1.3倍以上）又は 　・

　　 不足（0.7倍未満）がある

 □ 非該当

 □ 適正である 　・

 □ 超過（1.3倍以上）又は 　・

　　 不足（0.7倍未満）がある

 □ 非該当

 □ 適正である 　・

 □ 超過（1.3倍以上）又は 　・

　　 不足（0.7倍未満）がある

 □ 非該当

学士課程における入学定員に対する入学
者数が適正であるか（学部単位）

《大学設置基準第18条３項》

大学院課程における入学定員に対する入
学者数が適正であるか（研究科単位（※複
数の課程がある場合は課程ごと））

《大学院設置基準第10条第３項》
《専門職大学院設置基準第35条》

専攻科、別科における入学定員に対する入
学者数が適正であるか（組織単位）

４－２－① 収容定員を学科又は課程を単位として、学
部ごとに学則に定めているか

《大学設置基準第18条第１項》

収容定員を課程の区分に応じ専攻を単位と
して、研究科ごとに定めているか

《大学院設置基準第10条第１項、第２項》
《専門職大学院設置基準第35条》

４－１－①

４－１－②

入学者受入方針を定めているか

入学資格を法令に従い適切に定めている
か

《学校教育法第90条》
《学校教育法第102条》
《学校教育法施行規則第150条》
《学校教育法施行規則第153条》
《学校教育法施行規則第154条》
《学校教育法施行規則第155条第１項》
《学校教育法施行規則第156条》
《学校教育法施行規則第159条》
《学校教育法施行規則第160条》
《各種文科省告示》



【基準５　教育内容及び方法（学士課程）】  □ 非該当（学士課程なし）

（チェック＝■）
観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）

 □ 定めている 　・

　・

 □ 適切に定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 配慮している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 実施している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 確保している 　・

　・

 □ 行っている 　・

　・

 □ 明示している 　・

　・

 □ 整えている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 定めている 　・

　・

５－２－①

５－２－③

授業を10週（３学期制）又は15週（２学期制）
にわたる期間を単位として行っているか

《大学設置基準第23条》

５－１－① 教育課程の編成・実施方針を定めているか

薬学に関する学部又は学科のうち臨床に
係る実践的な能力を培うことを主たる目的
とするものを設置している場合は、必要な
施設を確保し、薬学実務実習を実施してい
るか

《大学設置基準第39条の２》

１年間の授業を行う期間を35週確保してい
るか

《大学設置基準第22条》

学位授与方針を定めているか

教育課程の編成において、社会的・職業的
自立を図るために必要な能力を培うことに
配慮しているか

《大学設置基準第42条の２》

５－１－③

授業の方法及び内容並びに１年間の授業
の計画を学生に明示しているか

《大学設置基準25条の２》

通信教育課程を設置している場合又はメ
ディア授業を実施している場合は指導補助
者の配置あるいは質疑応答等の指導体制
を整えているか

《大学設置基準第25条第２項》
《大学通信教育設置基準第３条》
《Ｈ13文科省告示第51号》

５－２－②

他の大学又は大学以外の教育施設等にお
ける学修、入学前の既修得単位等の認定
について、法令に従い適切に定めているか

《大学設置基準第28条》
《大学設置基準第29条》
《大学設置基準第30条》
《Ｈ３文科省告示68号》

５－２－⑥

５－３－①



 □ 明示している 　・

　・

 □ 明示している 　・

　・

 □ 適切に定めている 　・

　・

 □ 適切に定めている 　・

　・

修業年限の特例措置又は通算措置を講じ
ている場合は、法令に従い適切に定めてい
るか

《学校教育法第88条》
《学校教育法第89条》
《学校教育法施行規則第146条》
《学校教育法施行規則第147条》

５－３－②

５－３－④ 卒業認定基準を学生に明示しているか

《大学設置基準第25条の２》

卒業の要件を法令に従い適切に定めてい
るか

《大学設置基準第32条》
《大学設置基準第33条》
《大学設置基準第45条》

成績評価基準を学生に明示しているか

《大学設置基準第25条の２》



【基準５　教育内容及び方法（大学院課程（専門職学位課程を含む。））】  □ 非該当（大学院課程なし）

（チェック＝■）
観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）

 □ 定めている 　・

　・

 □ 適切に定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 適切に定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 確保している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 確保している 　・

　・

 □ 行っている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 明示している 　・

　・

専門職学位課程を除く大学院課程におい
て、他の大学院等における学修、入学前の
既修得単位等の認定について、法令に従
い適切に定めているか

《大学院設置基準第15条》

５－４－③

５－５－②

５－５－①

５－５－③

専門職学位課程において、他の大学院等
における学修、入学前の既修得単位等の
認定について、法令に従い適切に定めてい
るか（法科大学院については特例措置有）

《専門職大学院設置基準第13条》
《専門職大学院設置基準第14条》
《専門職大学院設置基準第22条》
《専門職大学院設置基準第28条》
《専門職大学院設置基準第29条》

教職大学院を設置している場合は、連携協
力校を確保しているか

《専門職大学院設置基準第31条》

専門職学位課程において、履修科目の登
録の上限を定めているか

《専門職大学院設置基準第12条》
《Ｈ15文科省告示第53号第７条》

授業及び研究指導の方法及び内容並びに
１年間の授業及び研究指導の計画を学生
に明示しているか（専門職学位課程につい
ては、研究指導の方法及び内容、研究指導
の計画は不要）

《大学院設置基準第14条の２》
条

１年間の授業を行う期間を35週確保してい
るか

《大学院設置基準第15条》
《大学院設置基準第28条》
《専門職大学院設置基準第35条》

授業を10週（３学期制）又は15週（２学期制）
にわたる期間を単位として行っているか

《大学院設置基準第15条》
《専門職大学院設置基準第35条》

５－４－① 教育課程の編成・実施方針を定めているか



 □ 整えている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 定めている 　・

　・

 □ 明示している 　・

　・

 □ 明示している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 明示している 　・

　・

 □ 適切に定めている 　・

 □ 非該当 　・

　　

 □ 適切に定めている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 適切に定めている 　・

 □ 非該当 　・

５－６－②

５－６－④

専門職学位課程における修了の要件を法
令に従い適切に定めているか

《専門職大学院設置基準第15条》
《専門職大学院設置基準第23条》
《専門職大学院設置基準第29条》
《専門職大学院設置基準第34条》

修了認定基準を学生に明示しているか

《大学院設置基準第14条の２》
《専門職大学院設置基準第10条》

博士前期課程を含む修士課程における修
了の要件を法令に従い適切に定めている
か

《大学院設置基準第16条》
《大学院設置基準第33条》

博士課程における修了の要件を法令に従
い適切に定めているか

《大学院設置基準第17条》
《大学院設置基準第33条》
《大学院設置基準第36条》

通信教育課程を設置している場合又はメ
ディア授業を実施している場合は指導補助
者の配置あるいは質疑応答等の指導体制
を整えているか

《大学院設置基準第15条》
《大学院設置基準第28条》
《専門職大学院設置基準第８条》
《専門職大学院設置基準第９条》
《H13文科省告示第51号》

成績評価基準を学生に明示しているか

《大学院設置基準第14条の２》
《大学院設置基準第32条》
《専門職大学院設置基準第10条》
《専門職大学院設置基準第33条》

専門職学位課程を除く大学院課程において
は、学位論文に係る評価の基準を学生に
明示しているか

《大学院設置基準第14条の２》

５－５－⑤

５－６－① 学位授与方針を定めているか

《専門職大学院設置基準第10条》



【基準７　施設・設備及び学生支援】
（チェック＝■）

観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）
 □ 確保している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 確保している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 設けている 　・

　　 □ 同一又は隣接地 　・

　　 □ 近接地

 □ 非該当

 □ 適切に備えている 　・

     □ 学長室 　・

     □ 会議室

     □ 事務室

     □ 研究室

     □ 教室

　　　　　 （講義室、演習室、実験実習室等）

     □ 図書館

     □ 医務室

     □ 学生自習室

     □ 学生控室

     □ 体育館

     （通信教育課程のみ）

     □ 印刷教材等の保管及び

　　　　発送のための施設

 □ 適切に置いている 　・

     □ 附属学校 　・
　　　　　 （教員養成に関する学部又は学科）

     □ 附属病院

　　　　　 （医学又は歯学に関する学部）

     □ 農場

　　　　　 （農学に関する学部）

     □ 演習林

　　　　　 （林学に関する学科）

     □ 家畜病院

　　　　　 （獣医学に関する学部又は学科）

     □ 飼育場又は牧場

　　　　　 （畜産学に関する学部又は学科）

     □ 練習船（共同利用による場合を含む。）

　　　　　 （水産学又は商船に関する学部）

校地面積を法令に従い適切に確保している
か

《大学設置基準第37条》
《大学設置基準第47条》

校舎面積を法令に従い適切に確保している
か

《大学設置基準第37条の２》
《大学設置基準別表第３》
《大学設置基準第48条》
《大学設置基準第53条》
《大学通信教育設置設置基準第10条》

大学の校舎に専用の施設を法令に従い適
切に備えているか

《大学設置基準第36条》
《大学通信教育設置設置基準第10条》

運動場を設けているか

《大学設置基準第35条》

特定の学部又は学科に関する附属施設を
法令に従い適切に置いているか

《大学設置基準39条》

７－１－①



     □ 養殖施設

　　　　　 （水産増殖に関する学科）

     □ 薬用植物園（薬草園）

　　　　　 （薬学に関する学部又は学科）

     □ 体育館

　　　　　 （体育に関する学部又は学科）

     □ 実験・実習工場　※原則

　　　　　 （工学部・学科）

 □ 非該当

 □ 適切に備えている 　・

     □ 閲覧室 　・

     □ レファレンス・ルーム

     □ 整理室

     □ 書庫

 □ 設けている 　・

 □ 非該当 　・

 □ 行っている 　・

　・

 □ 整えている 　・

 □ 非該当 　・

社会的・職業的自立を図るために必要な能
力を培うための取組の実施に向けた体制を
整えているか

《大学設置基準第42条の２》

学生の厚生補導を行う専任の職員を置く組
織を設けているか

《大学設置基準第42条》

健康診断及び学校医による健康相談を定
期的に行っているか

《学校教育法第12条》
《学校保健安全法第13条》

図書館の設備を法令に従い適切に備えて
いるか

《大学設置基準第38条第４項》

７－１－③

７－２－⑤



【基準８　教育の内部質保証システム】
（チェック＝■）

観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）
 □ 実施している 　・

　・

組織的にファカルティ・ディベロップメントを
実施しているか

《大学設置基準第25条の３》
《大学院設置基準第14条の３》
《専門職大学院設置基準第11条》

８－２－①



【基準９　財務基盤及び管理運営】
（チェック＝■）

観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）
 □ 作成している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 実施している 　・

　・

 □ 設けている 　・

　・

 □ 実施している 　・

 □ 非該当 　・

 □ 整えている 　・

　・

 □ 実施している 　・

　・

９－２－①

９－３－①

９－２－③

事務組織を設けているか

《大学設置基準第41条》
《大学院設置基準第35条》
《専門職大学院設置基準第35条》

自己点検・評価のための体制を整えている
か

《学校教育法第109条第１項》
《学校教育法施行規則第166条》

自己点検・評価を実施しているか

《学校教育法第109条第１項》
《学校教育法施行規則第152条》
《学校教育法施行規則第158条》

監事が置かれている場合には、監事監査を
実施しているか

《国立大学法人法第11条》
《国立大学法人法第35条で準用する独立行
政法人通則法第38条》
《地方独立行政法人法第12条》
《地方独立行政法人法第13条》
《地方独立行政法人法第14条》
《私立学校法第37条》
《その他それぞれの設置形態別に定められ
た法令》

財務諸表を作成しているか

《国立大学法人法第35条で準用する独立行
政法人法第38条》
《地方独立行政法人法第34条》
《私立学校法第37条》
《私立学校振興助成法第14条》
《その他財務諸表に関する各種法令等》

会計監査等を実施しているか

《国立大学法人法第35条で準用する独立行
政法人法第38条第２項》
《国立大学法人法第35条で準用する独立行
政法人法第39条》
《地方独立行政法人法第34条第２項》
《地方独立行政法人法第35条》
《私立学校振興助成法第14条第３項》
《地方自治法第199条》
《その他会計監査等に関する各種法令等》

９－１－⑥



【基準10　教育情報等の公表】
（チェック＝■）

観点 確認事項 適合状況 根拠（資料等）
 □ 公表している 　・

　・

 □ 公表している 　・

　　 □ 入学者受入方針 　・

　　 □ 教育課程の編成・実施方

　　　　 針

　　 □ 学位授与方針

 □ 適切に公表している 　・

　　 □ 教育研究上の基本組織 　・

　　 □ 教員組織、教員の数並び

　　　　 に各教員が有する学位

　　　　 及び業績

　　 □ 入学者の数、収容定員及

　　　　 び在学する学生の数、卒

　　　　 業又は修了した者の数

　　　　 並びに進学者数及び就

　　　　 職者数その他進学及び

　　　　 就職等の状況

　　 □ 授業科目、授業の方法及

　　　　 び内容並びに年間の授

　　　　 業の計画

　　 □ 学修の成果に係る評価

　　　　 及び卒業又は修了の認

　　　　 定に当たつての基準

　　 □ 校地、校舎等の施設及び

　　　 　設備その他の学生の教

　　　　 育研究環境

　　 □ 授業料、入学料その他の

　　　 　大学が徴収する費用に

　　　　 関すること

　　 □ 大学が行う学生の修学、

　　　　 進路選択及び心身の健

　　　　 康等に係る支援に関する

　　　　 こと

 □ 公表している 　・

　・

 □ 公表している 　・

　・

10－１－①

10－１－②

大学の目的を公表しているか

《学校教育法施行規則第172条の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を公表しているか

《学校教育法施行規則第172条の２》

10－１－③

自己点検・評価の結果を公表しているか

《学校教育法第109条第１項》

財務諸表等を公表しているか

《独立行政法人等の保有する情報の公開
に関する法律施行令第12条》
《その他情報公開に関する法令等、それぞ
れの設置形態別に定められた法令》

教育情報を法令に従い適切に公表している
か
（上記２項目を除く）

《学校教育法施行規則172条の２》



 □ 公表している 　・

 □ 非該当 　・

法科大学院の未修者又は実務経験者の割
合が２割に満たない場合には入学者選抜
の実施状況を公表しているか

《H15文科省告示第53号第３条第２項》


