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Ⅰ．中期目標の達成状況 

１ 教育に関する目標の達成状況 

中項目 １ 教育の成果に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 

本学の研究科の専攻を置く機構等法人が設置する大学の共同利用の研究所その他の機関(以下「基

盤機関」という。) のもつ優れた人的及び研究的環境を活用した博士課程教育を行い、高度の研

究的資質、広い視野及び国際的通用性を兼ね備えた一流の研究者の育成を図り、質の高い学位取

得者を社会に送り出すことを目標とする。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 



総合研究大学院大学 

 2

 

中項目 ２ 教育内容等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 

基盤機関の特性・個性を最大限に発揮した教育を行い、高度の専門性と以下に掲げる総合性と国

際的通用性を修得させる。専攻や研究科を横断する教育研究活動を行うための教育体制の整備を

行う。 
 ①学生が所属する専攻が有する高い専門性と総合性にもとづく専門の総合性  
 ②専攻間の分野を横断し、新たな学問領域の開拓にもつながる科学の総合性  
 ③社会が抱える今日的な重要問題を視野に入れることができるような人間の総合性 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 世界的なレベルで国内外で活躍できるための国際的通用性を涵養する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 
研究能力とチャレンジ精神に富んだ学生を受け入れるためにアドミッションポリシーを明確にす

る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

   

小項目番号 小項目４ 小項目 
幅広い年齢層にわたる教員団と高い対学生数比率を生かし、個々の学生の資質や能力等に応じた

教育研究指導を行う。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 
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中項目 ３ 教育の実施体制等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 研究科及び専攻の特性に応じた基盤機関教職員の連係・協力体制を確立する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 各基盤機関が有する優れた施設・設備を有効に活用する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 
個々の学生に即した柔軟な教育研究指導体制を充実するとともに、広く国外からの留学生を受け

入れるための体制を整備する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

小項目番号 小項目４ 小項目 附属図書館の広域利用を図るため、電子図書館機能を充実する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

中項目 ４ 学生への支援に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 教育面での個々の学生の支援を行うとともに、生活面においても支援を促進する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 
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２ 研究に関する目標の達成状況 

中項目 １ 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 
基盤機関で行われている世界的な水準にある研究を基礎に一流の博士論文研究を指導するととも

に、諸分野を有機的に総合化し、学際的・先導的な学問分野を開拓する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 
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中項目 ２ 研究実施体制等の整備に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 学生の研究環境を整備するとともに、研究成果を公表する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 大学院教育を通じて基盤機関における基礎研究の活性化を目指す。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 
全学共同教育研究活動の戦略的、効率的実施とその評価体制を構築するとともに、共同研究等の

支援体制を強化する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 
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３ 社会との連携、国際交流等に関する目標の達成状況 

中項目 １ 社会との連携、国際交流等に関する目標 

 

小項目番号 小項目１ 小項目 
社会的に重要な問題に対して戦略的な基礎研究を展開し、その成果を一般市民にわかり易く伝え

て社会への成果還元を図るとともに、国際的に発信する。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

小項目番号 小項目２ 小項目 社会と密接に連携した大学づくりに努力する。 

計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 

 

小項目番号 小項目３ 小項目 
各専攻の有する学術的な国際性や大学本部が位置する湘南国際村の環境を活用し、国際交流の充

実を図る。 
計画番号 中期計画 平成 20 年度及び 21 年度における実施状況 

全中期計画  平成 19 年度までの取組等を引き続き継続して実施している。 
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Ⅱ．「改善を要する点」についての改善状況 

 

改善を要する点 改 善 状 況 

【教育】 
 
なし 

 

【研究】 
 
  なし 

 

【社会等】 
 
 なし 

 

 
 
 
 




