青山学院大学提出資料一覧
調書
資 料 の 名 称
(1)
(2)
(3)
(4)

点検・評価報告書
大学基礎データ
専任教員の教育・研究業績（表24及び表25）
自己点検・評価報告書における主要点検・評価項目記載状況

添付資料
資 料 の 種 類
(1) 学部、学科、大
学院研究科等の
学生募集要項

資 料 の 名 称
入学試験データ＆ガイド 2006
入学試験要項（一般入学試験/大学入試センター試験利用入学試験）
全国高等学校キリスト者推薦入学試験要項
スポーツに優れた者の入学試験要項
スポーツに優れた者の入学試験要項 強化指定部制
社会人入学試験要項
帰国子女入学試験要項
外国人留学生入学試験要項
編入学試験要項
転部・転学部・転学科試験要項
高等部から大学への内部進学出願要項
青山学院女子短期大学からの推薦編入学試験要項
大学院学生募集要項（秋実施分）〔文・経済・経営学研究科〕
大学院学生募集要項（春実施分）〔文・経済・経営学研究科〕
文学部教育学科指定校推薦入学試験要項
文学部英米文学科指定校推薦入学試験要項
文学部フランス文学科指定校推薦入学試験要項
文学部日本文学科指定校推薦入学試験要項
文学部史学科指定校推薦入学試験要項
英語資格取得者自己推薦入学試験要項
大学院文学研究科心理学専攻博士前期課程 学内進学者選抜試験要項
経済学部推薦入学試験要項（指定校）
経済学部推薦入学試験要項（キリスト教学校教育同盟加盟高等学校対象）
大学院経済学研究科博士前期課程学内進学者選抜試験要項
法学部指定校推薦入学試験要項
海外就学経験者入学試験要項
大学院法学研究科私法・公法専攻博士前期課程学内進学者選抜試験要項
大学院法学研究科私法・公法専攻博士前期課程学内進学者選抜試験要項（第二回募集）

大学院学生募集要項〔法学研究科〕
法学研究科外国人留学生募集要項
法学研究科ビジネス法務専攻外国人選抜学生募集要項
経営学部推薦入学試験要項（指定校）
経営学部推薦入学試験要項（キリスト教学校教育同盟加盟高等学校対象）
大学院経営学研究科博士前期課程学内進学者選抜試験要項
AO入学試験要項
大学院国際政治経済学研究科修士課程学内進学者選抜試験要項
大学院学生募集要項〔国際政治経済学研究科〕
理工学部物理・数理学科指定校推薦入学試験要項
理工学部化学・生命科学科指定校推薦入学試験要項
理工学部電気電子工学科指定校推薦入学試験要項
理工学部機械創造工学科指定校推薦入学試験要項
理工学部経営システム工学科指定校推薦入学試験要項
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資 料 の 種 類

資 料 の 名 称
理工学部情報テクノロジ−学科指定校推薦入学試験要項
大学院理工学研究科博士前期課程入学試験要項（学内進学）
大学院学生募集要項博士前期課程(7月入試）〔理工学研究科〕
大学院学生募集要項博士前期課程(9月入試）〔理工学研究科〕
大学院学生募集要項博士後期課程(社会人特別選抜を含む）〔理工学研究科〕
大学院学生募集要項 博士前期課程・博士後期課程（外国人留学生募集要項）〔理工学研究科〕

国際マネジメント研究科学生募集要項（博士課程）
国際マネジメント研究科MBAプログラム学生募集要項
入学試験データ＆ガイド 2007
学部科目等履修生募集要項
教職課程科目等履修生募集要項
法務研究科（法科大学院）入学試験要項
会計プロフェッション研究科一般入学試験要項
会計プロフェッション研究科社会人入学試験要項
会計プロフェッション研究科自己推薦入学試験要項
文学研究科科目等履修生出願取扱い要項
経済学研究科科目等履修生募集要項
法学研究科公法・私法・ビジネス法務専攻科目等履修生募集要項
経営学研究科科目等履修生募集要項
国際政治経済学研究科科目等履修生募集要項
科目等履修生募集要項〔理工学研究科〕
(2) 大学、学部、学
科、大学院研究
科等の概要を紹
介したパンフ
レット

進学案内
入学案内
社会人のための入学案内
大学概要
学部パンフレット〔文学部〕
学科パンフレット〔教育学科〕
学科パンフレット〔英米文学科〕
学科パンフレット〔フランス文学科〕
学科パンフレット〔日本文学科〕
学科パンフレット〔史学科〕
学科パンフレット〔心理学科〕
学部パンフレット〔経済学部〕
学部パンフレット〔法学部〕
大学院パンフレット〔法学研究科ビジネス法務専攻〕
学部パンフレット〔経営学部〕
大学院パンフレット〔経営学研究科〕
学部パンフレット〔国際政治経済学部〕
大学院パンフレット〔国際政治経済学研究科〕
学部パンフレット〔理工学部〕
専門職大学院パンフレット〔国際マネジメント研究科 Full-Time〕
専門職大学院パンフレット〔国際マネジメント研究科 Flex-Time〕
専門職大学院パンフレット〔国際マネジメント研究科 Executive〕
専門職大学院パンフレット〔会計プロフェッション研究科〕
大学紹介DVDビデオ「新しい時代へ」日本語版・英語版

(3) 学部、学科、大
学院研究科等の
教育内容、履修
方法等を具体的
に理解する上で
役立つもの

青山スタンダード科目履修ガイド
第二外国語履修案内
講義内容 〔青山スタンダード(フレッシャーズ・セミナー、教養コア科目）〕
講義内容 〔青山スタンダード(技能コア科目）〕
講義内容 〔青山スタンダード(テーマ別科目）〕
大学院要覧〔文・経済・法・経営・国際政治経済学研究科〕
授業要覧〔文学部履修ガイド〕
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資 料 の 種 類

資 料 の 名 称
授業要覧〔第二部履修ガイド〕
講義内容〔文学部（相模原キャンパス）〕
講義内容〔文学部（青山キャンパス）〕
講義内容〔第二部〕
大学院講義内容別刷〔文学研究科 博士前期課程〕
授業要覧〔経済学部履修ガイド〕
講義内容〔経済学部〕
SEMINAR GUIDE〔経済学部〕
SEMINAR GUIDE〔経済学部第二部〕
大学院講義内容別刷〔経済・法・経営学研究科 博士前期課程・修士課程〕
授業要覧〔法学部履修ガイド〕
講義内容〔法学部〕
SEMINAR GUIDE〔法学部〕
授業要覧〔経営学部履修ガイド〕
講義内容〔経営学部〕
SEMINAR GUIDE〔経営学部〕
SEMINAR GUIDE〔経営学部第二部〕
授業要覧〔国際政治経済学部履修ガイド〕
講義内容〔国際政治経済学部〕
SEMINAR GUIDE〔国際政治経済学部〕
大学院講義内容別刷〔国際政治経済学研究科 修士課程〕
国際政治経済学研究科修士課程授業計画
授業要覧〔理工学部履修ガイド〕
講義内容〔理工学部〕
大学院要覧〔理工学研究科〕
大学院講義内容〔理工学研究科〕
授業要覧〔国際マネジメント研究科MBA Programs〕
授業要覧〔国際マネジメント研究科博士課程〕
シラバス〔国際マネジメント研究科〕
院生便覧〔法務研究科〕（シラバス・時間割）
授業要覧〔会計プロフェッション研究科〕
シラバス〔会計プロフェッション研究科〕
教職課程履修の手引〔第一部〕
教職課程履修の手引〔第二部〕

(4) 学部、学科、大
学院研究科の年
間授業時間割表

授業時間割表〔青山ｷｬﾝﾊﾟｽ第一部〕
授業時間割表〔相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ〕
授業時間割表〔文・経済・法・経営・国際政治経済学研究科〕
授業時間割表〔第二部〕
授業時間割表〔国際マネジメント研究科〕
授業時間割表〔理工学部〕
授業時間割表〔理工学研究科〕
院生便覧〔法務研究科〕（シラバス・時間割）
授業時間割表〔会計プロフェッション研究科〕

(5) 大学学則、大学
院学則、各学部
規程、大学院研
究科規程等

青山学院大学学則
青山学院大学大学院学則
青山学院大学専門職大学院学則
青山学院大学大学院学位規則
青山学院大学専門職大学院学位規則

(6) 学部教授会規
則、大学院研究
科委員会規程等

青山学院大学教授会及び専任教授会規則 （※研究科・専門職は、各学則内に規定されている）
青山学院大学青山スタンダード教育機構規則
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資 料 の 種 類
(7) 教員人事関係規
程等

資 料 の 名 称
青山学院大学学部長及び専門職大学院研究科長候補者選出に関する規則
青山学院大学専任教員の任用及び昇任に関する規則
青山学院特別任用教員に関する規則
青山学院大学特別任用教員の任用資格、任用手続及び職務等に関する規則
青山学院大学専任待遇外国人教員任用規則
青山学院大学特別招聘教授規則
青山学院大学招聘教員規則
青山学院大学客員教員規則
青山学院大学専門職大学院実務家兼任教員任用規則
青山学院大学体育実技助手規則
青山学院大学文科系学部助手規則
青山学院大学理工学部講師規則
青山学院大学理工学部助手規則
青山学院大学附置情報科学研究センター専任教員規則
青山学院大学附置情報科学研究センター助手規則

(8) 学長選出・罷免
関係規程

青山学院大学学長候補者選出に関する規則

(9) 自己点検・評価
関係規程等

青山学院大学自己点検・評価規則
青山学院大学自己点検・評価委員会規則
専門大学院国際マネジメント専攻修士課程評議委員会規則

(10) ハラスメントの
防止に関する規
程等

学校法人青山学院ハラスメント防止に関する規則
学校法人青山学院ハラスメント防止委員会規則
学校法人青山学院ハラスメント調査委員会規則
学校法人青山学院ハラスメント相談員規則

(11) 規程集

青山学院規則集

(12) 寄附行為

学校法人青山学院寄附行為
学校法人青山学院寄附行為細則

(13) 理事会名簿

学校法人青山学院 理事、監事一覧

(14) 大学・学部等が
独自に作成した
自己点検・評価
報告書

大学資料集 '05
1999年度自己点検・評価報告書（青山学院大学の現状と課題）
2002年度自己点検・評価報告書（青山学院大学の現状と課題）
Faculty Development Activities Report
2004年度教育評価報告書

(15) 附属(置)研究所
や附属病院等の
紹介パンフレッ
ト

総合研究所ホームページ

（冊子およびCD−ROM）

http://www.aoyama.ac.jp/research/laboratory/ri/index.html
総合研究所報
NEWS SOKEN
情報科学研究センターホームページ

http://www.aoyama.ac.jp/research/laboratory/informatics/index.html
情報科学研究センター紹介パンフレット
情報科学研究センター年報
青山インフォメーション・サイエンス
ＷＴＯ研究センターホームページ

http://www.aoyama.ac.jp/research/laboratory/wto/index.html
理工学部附置先端技術研究開発センターホームページ

http://www.aoyama.ac.jp/research/laboratory/hightech/index.html
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資 料 の 種 類

資 料 の 名 称
理工学部附置機器分析センターホームページ

http://www.aoyama.ac.jp/research/laboratory/analysis.html
(16) 図書館利用ガイ
ド等

図書館報「ＡＧＵＬＩ」
SERVICE GUIDE 2006（青山キャンパス）
SERVICE GUIDE 2006(相模原キャンパス）
LIBRARY SCHEDULE（青山ｷｬﾝﾊﾟｽ）
LIBRARY SCHEDULE（相模原ｷｬﾝﾊﾟｽ）
図書館活用シリーズ Ｎｏ.1
図書館活用シリーズ Ｎｏ.2
図書館活用シリーズ Ｎｏ.3
図書館活用シリーズ Ｎｏ.4
分類番号索引「ＩＮＤＥＸ」

(17) ハラスメント防
止に関するパン
フレット

青山学院セクシャル・ハラスメント防止ガイドライン

(18) 就職指導に関す
るパンフレット

Job Hunting Standard 就活スタンダード（就職の手引）
卒業生進路状況報告書
青山学院大学就職案内（採用ご担当者様へ）
就職の手引〔理工学部〕
AOGAKU CAREER NAVI（新入生対象）

(19) 学生へのカウン
セリング利用の
ためのパンフ
レット

学生相談センター利用案内

(20) 財務関係書類

財務計算書類（2001年度分）
監査報告書（ 「監事による監査報告書」、「公認会計士による監査報告書」）（2001年度）

財務計算書類（2002年度分）
監査報告書（ 「監事による監査報告書」、「公認会計士による監査報告書」）（2002年度）

財務計算書類（2003年度分）
監査報告書（ 「監事による監査報告書」、「公認会計士による監査報告書」）（2003年度）

財務計算書類（2004年度分）
監査報告書（ 「監事による監査報告書」、「公認会計士による監査報告書」）（2004年度）

財務計算書類（2005年度分）
監査報告書（ 「監事による監査報告書」、「公認会計士による監査報告書」）（2005年度）
※2007年6月までに提出予定

財務計算書類（2006年度分）

※2007年6月までに提出予定

監査報告書（ 「監事による監査報告書」、「公認会計士による監査報告書」）（2006年度）

学院の財務状況(ホームページ)

http://www.aoyamagakuin.jp/data/finance.html
事業報告書（ホームページ）

http://www.aoyamagakuin.jp/data/pdf/2005̲jigyouhoukoku.pdf
事業報告書
青山学報（学内広報誌）
大学概要（大学機関誌）
青山学院広報（学内LAN）
青山学院年鑑（学内LAN）
資金収支計算書（ホームページ）

http://www.aoyamagakuin.jp/data/2005kessan/kessan2.html
消費収支計算書（ホームページ）

http://www.aoyamagakuin.jp/data/2005kessan/kessan4.html
賃借対照表（ホームページ）

http://www.aoyamagakuin.jp/data/2005kessan/kessan6.html
[様式９]−5／6

資 料 の 種 類

資 料 の 名 称
財産目録（ホームページ）

http://www.aoyamagakuin.jp/data/pdf/2005̲jigyouhoukoku.pdf
学校法人青山学院寄附行為
学校法人青山学院寄附行為細則
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