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日本大学に対する追評価結果 

 

 

 

Ⅰ 判 定 

 

2021（令和３）年度追評価（大学評価）の結果、日本大学は、2019（令和元）年度の

調査において指摘した重大な問題に対しては改善が認められるものの、2021（令和３）

年度に新たに大学基準の「管理運営」に関して重大な問題が認められたため、大学基準

に適合していないと判定する。 

 

Ⅱ 総 評 

日本大学については、文部科学省が公表した「医学部医学科の入学者選抜における公

正確保等に係る緊急調査最終まとめ」（2018（平成 30）年 12 月 14 日）において、医

学部医学科の入学者選抜に係る問題が指摘されたことから、2019（令和元）年度に本協

会の大学評価委員会のもとに調査分科会を設置し、2017（平成 29）年度に実施した同

大学に対する大学評価（認証評価）結果の妥当性を調査した。その結果、大学基準の「学

生の受け入れ」「管理運営」及び「内部質保証」の３点に重大な問題が認められたため、

2017（平成 29）年度の大学評価結果における大学基準に適合しているとの判定を取り

消し、不適合と判定した。これに関し、今回の追評価においては、不適合判定の要因と

なった「学生の受け入れ」「管理運営」及び「内部質保証」の３つの基準について「日

本大学医学部医学科に対する調査結果」において指摘した問題に係る改善状況を踏ま

えて評価するとともに、前回の大学評価結果における「学生の受け入れ」を含む改善勧

告２点、努力課題 13点の改善状況についても評価を行った。 

入学者選抜に関する問題に対し、日本大学は、学生募集及び入学試験に関する重要事

項を検討する「本部入学試験管理委員会」において、「入学者選抜における公正確保の

ためのガイドライン」と「入試業務全般に係るガバナンス体制」を作成し、各学部等に

おける入学者選抜に係る業務のチェック体制を見直したほか、文部科学省の緊急調査

を受けた医学部からの要請により、法人本部のもとに「医学部一般入試に関する調査検

証委員会」を設置し、再発防止・改善策の検証や再発防止策の実施状況を確認して、『調

査検証委員会報告書』を作成している。「2019（平成 31）年度入学者選抜」における改

善として、追加合格候補者に対する個別順位の通知、『追加合格電話対応手順書』に基

づく連絡、不合格者への二次試験の得点開示を行っている。さらに、2020（令和２）年

度に就任した学長のリーダーシップのもと、内部質保証体制の整備を行い、「日本大学

内部質保証に関する方針」及び「日本大学内部質保証推進規程」を策定し、教育研究の

質を保証する体制の構築を図っている。その結果、2019 (令和元)年度の「日本大学医
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学部医学科に対する調査結果」において指摘した重大な問題は改善していると認めら

れる。 

しかしながら、日本大学では、追評価期間中の 2021（令和３）年 10月以降、管理運

営において重大な問題が発覚し、大学基準「管理運営」を評価するうえで重大な疑義が

生じたことから、本協会は係る問題について追加の調査を行うこととし、大学の管理運

営全般を確認した。 

大学運営に関する問題に対し、日本大学は、法人として実態解明のため、監事の指揮

のもと、学内の調査チームを立ち上げたほか、日本弁護士連合会のガイドラインに基づ

く第三者委員会を設置し、更なる事実関係の調査、原因究明、再発防止策の策定等を行

っている。また、文部科学省の指導を受けたことを踏まえ、外部有識者で構成する「日

本大学再生会議」を設置した。2022（令和４）年３月 31日には第三者委員会の調査報

告書及び同会議の答申書を公表し、大学の健全な管理運営体制の構築に向けて取り組

もうとしている。しかし、すべての理事、評議員、監事等が退任することを決め、2022

（令和４）年７月を目途に新しいガバナンス体制を発足させるとしているものの、その

具体的な内容は検討段階であり、新体制の成立まではこれまでの理事等が暫定的に職

務を継続することになっているなど、適切な管理運営体制の構築には至っていない。 

以上のように、追加の調査を行った結果、大学基準の「管理運営」に関する重大な問

題を抱えていることから、日本大学は本協会の大学基準に適合していないと判断する。 

 

（１）2019（令和元）年度の調査結果で指摘された事項 

「日本大学医学部医学科に対する調査結果」において指摘した問題の改善状況につ

いては、以下に大学基準の項目ごとに示す。 

まず、「学生の受け入れ」について、医学部医学科の入学者選抜において追加合格者

を選定する際、同窓会関係者から渡された「同窓生子女リスト」に基づき、当時の医学

部長や事務局長の恣意的な判断で一次試験に合格した医学部同窓生子女を優先させる

ことが慣例化していた。この問題に対し、2018（平成 30）年度に文部科学省の指摘を

受けて作成した「入学者選抜における公正確保のためのガイドライン」では、組織・体

制、募集要項、出願書類、面接等、合否判定の５項目について、公平性を確保するため

の措置を定めている。特に、合否判定においては、属性を理由に一律的、差別的な取扱

いを行わないこと、合否判定に係る資料のアクセス権限を限定し取扱いに十分に配慮

することを明示している。また、2019（令和元）年度入試からは、合格予定者を学長へ

内申する際に、追加合格候補者も含めた受験者の得点順位表を提出することで判定の

公正性を学長自らが確認できるようにしているほか、追加合格候補者には順位を本人

に通知するとともにホームページに公表し、請求の有無にかかわらず不合格者全員に

成績を開示している。合否判定や追加合格者の決定に関する情報公開に努めたうえで、

『追加合格電話対応手順書』に従って追加合格者の入学の意思を確認しながら順位通
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りに追加合格を発表している。さらに、入学者選抜基準の見直しを行い、調査書は得点

には加算せず適格性の判断のみに使用することとしたほか、面接や小論文の点数配分

や評価方法を「調査書評価作業実施要領」及び「面接試験評価基準」に定めている。な

お、面接の判定等の入試業務に関する状況も随時教授会に報告して透明性を図ってい

る。実際に「合否判定資料」や「追加合格リスト」の作成を行う際には「医学部入学試

験管理委員会」や「医学部入学試験実行委員会」委員長及び副委員長の立合いのもとで

のみデータを閲覧・編集できることとしており、恣意的な判断が立ち入らないような運

営体制の構築に努めている。 

2020（令和２）年度に就任した医学部長の意向に基づき、「医学部企画・広報委員会」

から「日本大学医学部入学試験効率化のための日本大学全学統一試験（Ｎ）入試の活用

と二次試験の内容変更について」（2021（令和３）年３月３日）という提言を行い、大

学本部に提出した。そのなかで、「2022（令和４）年度入学者選抜」から、医学部独自

の選抜方式（Ａ個別方式）を廃止し、「Ｎ全学統一方式」の学力試験を活用した一次試

験及び医学部独自の学力検査と面接からなる二次試験による入学者選抜方法に変更す

るとしている。また、これまで二次試験で行われていた適性検査（心理テスト）と小論

文を廃止し、面接を重視すること、論理的思考能力を評価する学力検査として数学（記

述式）と外国語（英語）を導入することを明らかにしている。このように、医学部及び

大学全体で再発防止に向けて取り組んでおり、指摘された「学生の受け入れ」に関する

問題については概ね改善し、新たな入学者選抜の方式を導入するなど一層の改善に向

けた取り組みを行っていると判断できる。 

次に、「管理運営」については、追加合格を判定するのは「医学部入学試験管理委員

会」であるにも関わらず、明確な判定基準を設けずに医学部長、医学部入学試験実行委

員長及び事務局長に一任していたこと、また、追加合格で同窓生子女を優遇していた事

実を教授会が知る余地もなかったことが問題と指摘されていた。これらの問題の指摘

を受けて、2018（平成 30）年度の教授会で、入学試験に関する組織体制を見直し、「医

学部入学試験管理委員会」及び「医学部入学試験実行委員会」の委員長を変更し、新た

に医学部入試実行副委員長２名を選出してチェック体制を強化している。2019（令和

元）年度の教授会において、「医学部入学試験管理委員会内規」及び「医学部入学試験

実行委員会内規」を制定している。全学的には、「本部入学試験管理委員会」において

学長を頂点とした「入試業務全般に係るガバナンス体制」を協議し、その結果、副学長

と「本部入学試験管理委員会」が、学部長と「学部入試管理委員会」を統括し、各学部

に対して組織体制の整備を促している。同時に、法人本部学務部入学課において、全学

部・研究科に対して、入学者選抜における公正確保を把握するための「状況調査」を実

施し、入学者選抜に係る管理運営の改善に取り組んでいる。今後は、「本部入学試験管

理委員会」が入学者選抜の公正性を管理・検証・改善する継続的な組織として機能する

ことが期待される。また、「医学部入学試験管理委員会内規」には、同委員会で入学試
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験の実施状況の検証を行うことを明記しており、今後も教授会等と連携して入学者選

抜に関して不断の検証・改善に取り組むことが望まれる。 

そして、「内部質保証」については、学部・学科ごとの入学者選抜の公正性の確保が

十分でなく、学生の質を担保するとともに、教育や学習が適切な水準にあることを大学

自らの責任で説明できるように、内部質保証システムの有効性を改めて検討するよう

改善が求められた。2020（令和２）年９月に就任した学長のもと、教育研究と管理運営

の諸活動に関する改善・改革を推進して質の向上を図り、人材育成と研究成果に対する

社会的な評価と信頼を高めるため、内部質保証体制の整備を行い、「日本大学内部質保

証に関する方針」及び概念図を策定し、同年度内に「日本大学内部質保証推進規程」を

制定している。この方針と規程は、全学的な内部質保証の推進に責任を負う組織として

「全学内部質保証推進委員会」を置き、学部等の内部質保証に権限を持つ組織として

「学部等内部質保証推進委員会」を置くことを定めており、内部質保証に責任を負う組

織が既存の各組織や諸活動と連携し、全学的に取り組むべき改善事項について検証・指

摘していくことで、恒常的な改善・改革と質の向上を図ることにしている。全学レベル

では、「大学評価専門委員会」が点検・評価に基づく改善活動を統括し、「大学評価室」

が内部質保証に係る諸活動を支援しており、今後は外部有識者による検証を採り入れ

ることを検討しているため、外部評価を着実に行って内部質保証を恒常的・継続的に機

能させることが期待される。なお、2022（令和４）年度より、「大学評価専門委員会」

を廃止し、その役割を「全学点検・評価委員会」に集約するよう、内部質保証の体制を

変更している。 

くわえて、前回の大学評価で指摘された２点の改善勧告のうち、「教員・教員組織」

については、商学研究科商学専攻(博士後期課程)の研究指導教員が不足していた問題

に対し、2020（令和２）年度に「大学院研究科教員配置計画」作成と、それに基づく任

用手続を行い、適切に改善している。また、「学生の受け入れ」については、定員管理

の問題に対し、法学部(第一部)法律学科では成績不振学生への学修指導やその保護者

への個別面談等により留年者数を抑制する改善策を実施、文理学部体育学科では入学

試験を実施する際の定員管理を徹底することで、収容定員に対する在籍学生数比率は

適切に改善している。一方で、医学部医学科に関しては、過去５年間の入学定員に対す

る入学者数比率の平均は改善しているものの、収容定員に対する在籍学生数比率がい

まだ十分な改善に至っていないので、一層の改善が望まれる。さらに、13 点の努力課

題については、概ね適切な改善が行われているが、一部の学科・研究科における担当教

員の資格審査基準、学位授与方針、教育課程の編成・実施方針、単位の実質化を図るた

めの措置が不十分であるという問題に対しては改善が望まれる。 

なお、これらの一層の改善が望まれる事項については、以下の提言を付すこととし、

今後も新しく構築した内部質保証の方針や体制を活用して改善に取り組み、大学の一

層の発展につなげることを期待したい。 
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（２）2021（令和３）年度に新たに発覚した事項 

大学基準の「管理運営」に関して、2021（令和３）年度に新たに発覚した事項を調査

した結果、一連の背信行為が起きた背景には、以下に示す重大な問題があったことが認

められることから、これらについて抜本的な改善が求められる。 

まず、前理事長の意向に沿う理事や評議員を優遇して選出し、適切な理事の任免が行

われていなかった。例えば、今回逮捕された元理事は、2018（平成 30）年度にパワーハ

ラスメントにより理事及び評議員を辞任したが、のちに理事及び評議員に、再度選出さ

れている。また、前理事長の意向に沿わない者に対しては人事権を濫用して恣意的な異

動を強制するなど、人事制度が健全に運営されていなかった。このように、特定の役員

による恣意的な人事が行われていたことから、適切かつ公正な人事を行うよう是正さ

れたい。 

また、評議員会や監事による理事会に対するチェック機能が果たされていなかった

といえる。大学の母体となる学校法人において、適切な管理運営が行われていたとはい

えないことから、理事会及び理事等の業務執行状況を適切にチェックする体制を明確

にし、新しいガバナンス体制を構築するよう、是正されたい。 

さらに、前理事長の長期体制が続いていたことなどが影響し、理事会における多くの

議題は前理事長の既定方針と捉えられ、十分な議論を行わないまま、議案を承認してい

た。これにより、大学の運営に深く関わる学校法人のガバナンスにおいて、理事同士の

相互チェック機能が果たされていなかった。今後は、理事会をチェックする体制を含

め、実質的に機能する新しいガバナンス体制を構築するとしているため、実効性のある

具体的な改善策を打ち出し、これを実行することで、健全な大学運営を実現されたい。 

上記に示したような大学の管理運営に関する問題点については、提言に必ず改善す

べき事項として付す。なお、日本大学は、大学の再生に対し、決意を固めて取り組んで

おり、2022（令和４）年７月を目途に新しいガバナンス体制を発足すべく取り組みを迅

速に進めるとしているため、再生に向けた努力と今後の施策の実行に期待したい。 

 

Ⅲ 提 言 

一 一層の改善が期待される事項 

＜学生の受け入れ＞ 

１）2020（令和２）年度において、医学部医学科の収容定員に対する在籍学生数比率が

1.01と高いので、改善が求められる。 

＜教員・教員組織＞ 

１）理工学研究科、医学研究科、生物資源科学研究科、獣医学研究科において、大学院

担当教員の資格審査基準が定められていないので、改善が求められる。 

＜教育内容・方法・成果＞ 
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１）工学研究科の学位授与方針は、修得すべき知識・能力等がそれぞれの学位課程で定

められているものの、ほぼ同一であるため、改善が求められる。 

２）教育課程の編成・実施方針について、法学部（通学課程・通信教育課程）、商学部

（通学課程、通信教育課程）、芸術学研究科（博士前期課程・博士後期課程）、医学

研究科、薬学研究科、総合基礎科学研究科（博士前期課程・博士後期課程）、経済

学研究科（博士前期課程）では、教育課程の編成と実施に関する考え方が不明確で

あり、改善が求められる。 

３）法学研究科の博士後期課程について、リサーチワークにコースワークを適切に組み

合わせているとはいえないので、大学院制度の趣旨に照らして、同課程にふさわし

い教育内容を提供することが求められる。 

４）理工学部・生産工学部における単位の実質化に関する検証（例えば、１年間に履修

登録できる単位数の上限）が不十分であり、改善が求められる。なお、工学部にお

いては、2022（令和４）年度より１年間に履修登録できる単位数の上限を引き下げ

ているものの、成績優秀者への緩和措置をとっているため、今後はこの措置の適切

性を含め、単位の実質化を図る取り組みとしての有効性を検証することが望まれ

る。 

 

二 必ず改善すべき事項 

＜管理運営＞ 

１）理事や職員の人事が特定の役員によって恣意的に行われていたため、適切かつ公正

な人事を行うよう、是正されたい。 

２）評議員会や監事による理事会に対するチェック機能が果たされておらず、適切な管

理運営が行われていたとはいえない。理事会及び理事等の業務執行状況を適切に

チェックする体制を構築するよう、是正されたい。 

３）理事会において構成員による十分な議論が行われておらず、理事同士の相互チェッ

ク機能が果たされていなかった。今後は、理事会をチェックする体制を含め、実質

的に機能する新しいガバナンス体制を構築して、実効性のある具体的な改善策を

打ち出し、これを実行することで、健全な大学運営を実現されたい。 

 

以 上 
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（文学研究科，総合基礎科学研究科）ＦＤ講演会案内  2-(3)-8-3 

（商学研究科）ＦＤ講習会実施要項  2-(3)-8-4 

（商学研究科）大学院ＦＤワークショップ開催要項  2-(3)-8-5 
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 2-(3)-8-13 

（生物資源科学研究科・獣医学研究科）令和元年度第２回ＦＤ委員会議事録（令和元
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（総合基礎科学研究科）ホームページ／学位論文評価基準／学位論文が満たすべき水

準 

〇 2-(3)-9-18 

（商学研究科）履修要覧 2020（抜粋：学位論文審査基準）  2-(3)-9-19 

（商学研究科）ホームページ／情報公開／15 学則等／学部等要覧 〇 2-(3)-9-20 

（工学研究科）大学院要覧 2020（抜粋：学位論文審査基準）  2-(3)-9-21 

（工学研究科）ホームページ／学部案内／学部要覧等 〇 2-(3)-9-22 

（新聞学研究科）大学院要覧 2020（抜粋：学位論文審査基準）  2-(3)-9-23 

（新聞学研究科）ホームページ／学位論文評価基準 〇 2-(3)-9-24 

（総合基礎科学研究科）ホームページ／教育情報／入学者の受入れに関する方針 教

育課程の編成及び実施に関する方針 修了の認定に関する方針 

〇 2-(3)-10-1 

（国際関係研究科）ホームページ／教育情報について／1-6．【大学院】研究科又は課

程単位の教育方針／3.アドミッション・ポリシー 

〇 2-(3)-10-2 

（生産工学研究科）ホームページ／教育目標と教育方針（3つのポリシー）／生産工学

研究科アドミッションポリシー 

〇 2-(3)-10-3 

（工学研究科）ホームページ／大学院入学案内／アドミッション・ポリシー 〇 2-(3)-10-4 

（生物資源科学研究科）ホームページ／教育情報／１. 教育研究上の目的及び三つの

方針／②大学院／入学者の受入れに関する方針（アドミッション･ポリシー） 

〇 2-(3)-10-5 

平成 29 年度大学認証評価結果における提言（改善勧告・努力課題）に対する改善計画

（抜粋） 

 2-(3)-13-1 

大学・短期大学・高等専門学校図書館調査票回答（抜粋）（公益社団法人日本図書館協

会） 

 

 2-(3)-13-2 
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日本大学（追評価）提出・閲覧用準備資料一覧（実地調査） 

 

 資料の名称 ウェブ 資料番号 

１ 重大な問

題点 

令和３年度合否判定資料一般選抜Ａ個別方式・校友子女選抜（一次試験・二次試験）

見本 

 追加 1-5-1 

追加合格候補通知書（見本）  追加 1-5-2 

令和２年度医学部臨時教授会議事録（令和３年２月 19 日開催）  追加 1-5-3 

指示書（Ａ個別方式・Ｎ全学統一方式）  追加 1-5-4 

成績順位が分かる判定資料_サンプル（資料 1-8 の追加資料）  追加 1-5-5 

二次試験合格・追加合格候補発表について  追加 1-5-6 

二次試験追加合格候補ホームページ公開画面（見本）  追加 1-5-7 

日本大学医学部入学者選抜二次試験について  追加 1-5-8 

2020 日本大学・日本大学短期大学部一般選抜募集要項抜粋  追加 1-5-9 

2021 日本大学・日本大学短期大学部一般選抜募集要項抜粋  追加 1-5-10 

NEES 学部 User 権限一覧表  追加 1-5-11 

NEES アクセス記録_バッチ処理一覧  追加 1-5-12 

「追加確認項目」票及び「追加確認項目」票の記載のお願いについて  追加 1-5-13 

調査書評価作業手順書  追加 1-5-14 

2021 年度入試 面接試験 質問事項例  追加 1-5-15 

面接時に受験者に質問してはならないもの  追加 1-5-16 

令和２年度第 20 回医学部定例教授会議事録抜粋  追加 1-5-17 

日本大学医学部入学試験効率化のための日本大学全学統一試験（Ｎ）入試の活用と二

次試験の内容変更について 

 追加 1-5-18 

令和３年度校友子女選抜概要抜粋  追加 1-5-19 

入学者選抜に係るガバナンス体制（根拠資料 1-6 の追加資料）  追加 1-9-1 

入学者選抜における公正確保のためのガイドライン及びガバナンス体制の状況調査の

実施について 

 追加 1-9-2 

各学部における入学者選抜ガバナンス体制について（第３回入試管理委員会 令和３

年６月 15 日） 

 追加 1-9-3 

令和元年度 第３回 大学評価専門委員会議事録（抜粋）  追加 1-10-1 

令和元年度 第４回 大学評価専門委員会議事録（抜粋）  追加 1-10-2 

令和２年度 第３回 大学評価専門委員会議事録（抜粋）  追加 1-10-3 

令和３年度 第２回 大学評価専門委員会議事録（抜粋）  追加 1-10-4 

「全学自己点検・評価結果における改善意見」及び「大学認証評価結果」に対する改

善取組進捗状況に対する検証要領（令和元年度） 

 追加 1-10-5 

大学ホームページ/外部評価・学校関係者評価 

 

〇 追加 1-10-6 

２ 改善勧告 大学基礎データ【表２】  追加 2-5-1 

（医学部）令和元年度第 11 回学務委員会議事録抜粋及び資料  追加 2-5-2 

（医学部）令和３年度第１回定例教授会議事録抜粋及び資料  追加 2-5-3 

（医学部）令和３年度第７回定例教授会議事録抜粋及び資料 

 

 追加 2-5-4 

３ 努力課題 （理工学研究科）大学院委員会議事録（令和２年 10月 29日開催）［抜粋］  追加 3-3-1 

（理工学研究科）大学院委員会議事録（令和２年 12月 24日開催）［抜粋］  追加 3-3-2 

（理工学研究科）大学院委員会議事録（令和３年８月 26 日開催）［抜粋］  追加 3-3-3 

（生物資源科学研究科・獣医学研究科）令和３年度第１回生物資源科学部人事委員会

議事録 

 追加 3-3-4 

（法学研究科）日本大学大学院［法学研究科〕ホームページ／法学研究科の理念／日

本大学大学院法学研究科の 3 つのポリシー／学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

／博士前期課程 

〇 追加 3-4-1 

（工学研究科）学位論文に係る評価に当たっての基準（大学院要覧），シラバス  追加 3-4-2 

（法学部）平成 30 年度第２回カリキュラム検討委員会  追加 3-4-3 

（法学部）ＦＤワークショップ＠キャンパス 2019 開催要項  追加 3-4-4 

（通信教育部）学務委員会議事録  追加 3-4-5 

（芸術学研究科）大学院専攻主任会議資料（抜粋）（令和元年 11月 28 日開催）  追加 3-4-6 

（芸術学研究科）大学院分科委員会議事録（令和２年２月 27 日開催）  追加 3-4-7 



vi 

 

（芸術学研究科）令和２年度大学院要覧 2020  追加 3-4-8 

（医学研究科）令和元年度第 18 回大学院医学研究科分科委員会議事録抜粋  追加 3-4-9 

（医学研究科）シラバス掲載画面ハードコピー  追加 3-4-10 

（薬学研究科）大学院要覧 2020（設置科目該当部分）  追加 3-4-11 

（総合基礎科学研究科）平成 30 年度第 11 回分科委員会議事録  追加 3-4-12 

（総合基礎科学研究科）令和元年度第８回・第９回専攻主任会・第 12 回分科委員会議

事録 

 追加 3-4-13 

（経済学研究科）大学院要覧 〇 追加 3-4-14 

（文学研究科）ホームページ／大学院文学研究科／専攻紹介／ドイツ文学専攻／概要

／教育課程編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー） 

〇 追加 3-4-15 

（経済学研究科）シラバス 〇 追加 3-4-16 

（経済学研究科）大学院要覧 〇 追加 3-4-17 

（商学研究科）履修要覧 2021  追加 3-4-18 

（商学研究科）シラバス 〇 追加 3-4-19 

（工学研究科）大学院要覧 令和３年度  追加 3-4-20 

（工学研究科）シラバス  追加 3-4-21 

（文学研究科）大学院要覧 令和３年度  追加 3-4-22 

（文学研究科）シラバス 〇 追加 3-4-23 

（理工学研究科）大学院委員会議事録（令和２年 11月 26日開催）［抜粋］  追加 3-4-24 

（理工学研究科）大学院委員会議事録（令和３年１月 28 日開催）［抜粋］  追加 3-4-25 

（理工学研究科）大学院委員会議事録（令和３年５月 27 日開催）［抜粋］  追加 3-4-26 

（理工学研究科）大学院委員会議事録（令和３年６月 24 日開催）［抜粋］  追加 3-4-27 

（理工学研究科）大学院委員会資料（令和３年８月 26 日開催）［抜粋］  追加 3-4-28 

（生産工学研究科）令和２年 12 月 22 日（火）第７回大学院検討委員会議事録  追加 3-4-29 

（生産工学研究科）令和３年４月 27 日（火）第１回大学院検討委員会議事録  追加 3-4-30 

（総合基礎科学研究科）大学院構想原案  追加 3-4-31 

（総合基礎科学研究科）令和３年度第５回大学院総合基礎科学研究科専攻主任会議事

録（令和３年７月８日開催） 

 追加 3-4-32 

（芸術学研究科）令和２年度芸術大学院シラバス最終確認について（依頼）  追加 3-4-33 

（芸術学研究科）シラバス 〇 追加 3-4-34 

（理工学部）学生の履修登録状況（過去３年間）  追加 3-4-35 

（生産工学部）学生の履修登録状況（過去３年間）  追加 3-4-36 

（工学部）学生の履修登録状況（過去３年間）  追加 3-4-37 

（工学部）「履修の手引」履修条件記載ページ  追加 3-4-38 

（生産工学部）2021 年度キャンパスガイド（抜粋）  追加 3-4-39 

（生産工学部）令和２年６月２日（火）第１回教育開発センター運営委員会議事録  追加 3-4-40 

（生産工学部）令和２年 12月 24 日（木）第８回学務委員会議事録  追加 3-4-41 

（生産工学部）令和３年５月 20 日（木）第２回教授会議事録  追加 3-4-42 

「学校教育法施行規則及び大学院設置基準の一部を改正する省令」（令和元年文部科学

省令第 13 号）の施行に伴う各対応について（依頼） 

 追加 3-5-1 

卒業に係る資料（令和２年度）  追加 3-5-2 

退学者数・除籍者数（平成 28年度～令和元年度）  追加 3-5-3 

休学者数（令和２年度） 

 

 追加 3-5-4 
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日本大学（追評価）提出資料一覧（追加調査） 

 

 資料の名称 ウェブ 資料番号 
※追加調査は、

2021（令和３）年

10 月以降に発覚

した問題を受け

て、「基準 10（１） 

管理運営」に関

して、質問への

回答及び根拠資

料の提出を求め

たうえで実施し

た。 

大学ホームページ―本学の一連の不祥事に関するお知らせについて― ○ 1 

学校法人の管理運営に関する対応及び報告について（回答）  2 

第１回日本大学再生会議議事録（議事要旨）  3 

第２回日本大学再生会議議事録（議事要旨）  4 

第３回日本大学再生会議議事録（議事要旨）  5 

第４回日本大学再生会議議事録（議事要旨）  6 

第５回日本大学再生会議議事録（議事要旨）  7 

日本大学中期計画（令和３年度～令和８年度）修正版  8 

令和元年 12 月６日開催 理事会議題  9 

令和２年３月 13 日開催 理事会議題  10 

令和３年２月５日開催 理事会議題  11 

令和３年４月２日開催 理事会議題  12 

日本大学における公益通報者保護に関するガイドライン  13 

日本大学公益通報者保護に関する内規  14 

日本大学人権侵害防止ガイドライン  15 

日本大学教職員就業規則  16 

日本大学学部長選出規程  17 

日本大学教育職組織規程  18 

日本大学教育職組織規程第 13条に基づくその他の担当に関する内規  19 

学校法人日本大学寄附行為  20 

常務理事会規程  21 

令和３年度入学定員管理について  22 

学校法人日本大学役員規程  23 

学部長会議規程  24 

令和３年 12月 15 日開催 評議員会議題  25 

2015（平成 27）年度から 2020（令和２）年度までの監事監査報告書の写し  26 

2015（平成 27）年度から 2020（令和２）年度までの監査報告書（期中・期末）  27 

2015（平成 27）年度から 2020（令和２）年度までの監事会議(監事打合せ会)要録  28 

令和３年度監事監査における監査項目（期中・期末）  29 

株式会社日本大学事業部監査項目  30 

臨時監事監査報告書（日本大学事業部）  31 

日本大学内部監査規程  32 

令和２年度教育の質保証に係る内部監査実施要項  33 

令和３年度障がい学生支援体制に係る内部監査実施要項  34 

令和３年度研究リスクマネジメントに係る内部監査実施要項  35 

中間報告書(1)の要旨等  36 

中間報告書(2)の要旨等  37 

学生・生徒等及び保護者，卒業生，関係者の皆様へ ○ 38 

加藤学長発信学生・保護者向け学部ポータルサイト用原稿  39 

加藤理事長・学長が学生からの署名を受け取りました ○ 40 

加藤理事長・学長から学生・生徒等及び保護者，卒業生，関係者の皆様へ（加藤理事長・

学長ビデオメッセージ） 

○ 41 

（学部等の事例）「生産工学部長への意見フォーム（意見箱）」の開設について ○ 42 

（学部等の事例）「学部長が学生皆さんの意見・要望を伺います」（学生の意見箱）（歯

学部） 

○ 43 

令和３年３月９日開催 常務理事会議事録（抜粋）  44 

令和３年３月 12 日開催 理事会議事録（抜粋）  45 

令和３年４月 27 日開催 常務理事会議事録（抜粋）  46 

令和３年５月７日開催 理事会議事録（抜粋）  47 

令和３年６月１日開催 常務理事会議事録（抜粋）  48 

令和３年６月 29 日開催 常務理事会議事録（抜粋）  49 

令和３年９月 21 日開催 常務理事会議事録（抜粋）  50 



viii 

 

令和３年 10 月５日開催 常務理事会議事録（抜粋）  51 

令和３年 11月 30 日開催 常務理事会議事録（抜粋）  52 

令和３年 12 月３日開催 理事会議事録（抜粋）  53 

令和３年３月５日開催 全学内部質保証推進委員会 議事録  54 

令和３年４月 16 日開催 全学内部質保証推進委員会 議事録  55 

令和３年５月 25 日開催 全学内部質保証推進委員会 議事録  56 

令和３年６月 22 日開催 全学内部質保証推進委員会 議事録  57 

令和３年９月７日開催 全学内部質保証推進委員会 議事録  58 

令和３年 10 月１日開催 全学内部質保証推進委員会 議事録  59 

令和３年 10月 22 日開催 全学内部質保証推進委員会 議事録  60 

令和３年 11月 22 日開催 全学内部質保証推進委員会 議事録  61 

経営上の基本方針(令和 2年 11 月)（改訂前）  62 

令和４年度予算編成基本方針（改訂前）  63 

株式会社日本大学事業部からの調達に関する規程  64 

管財業務の事務手引き（抜粋）  65 

令和２年度予算原案提出に際する事前承認手続について（依頼）  66 

令和２年度予算原案提出に際する事前承認手続に係る再検討について（依頼）  67 

人権侵害防止に係る巡回講演会開催一覧（部科校別）  68 

令和３年度新規採用職員（一般職）研修実施要項  69 

令和３年度新規採用職員（一般職）研修入職後研修対象者一覧  70 

令和３年度新規採用職員（一般職）研修（入職後研修）について  71 

研修資料  72 

振り返りシート  73 

その他 「元理事及び前理事長による不正事案に係る第三者委員会」調査報告書 ○  

「日本大学再生会議」答申書 ○ 

学校法人日本大学 令和 3 年度「私立大学ガバンナンス・コード」遵守状況報告書 ○ 
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日本大学（追評価）提出資料一覧（意見申立） 

 

 資料の名称 ウェブ 資料番号 
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