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職員数と職員構成

表 3-1 参照

【資料 3-5-3】

2017 年度委員会構成員

資料 2-3-1 参照

【資料 3-5-4】
【資料 3-5-5】

研究科委員会議案一覧
社員対象研修資料

3-6．財務基盤と収支
【資料 3-6-1】

中期事業計画（平成 26～28 年度、29～31 年度）

資料 F-6 参照

【資料 3-6-2】
【資料 3-6-3】

中期事業計画（平成 29～31 年度）
LEC 東京リーガルマインド大学院大学

資料 F-6 参照
資料 F-11 参照

損益計算書

3-7．会計
【資料 3-7-1】

経理規程

【資料 3-7-2】

2016 年度第 6 回学校経営委員会議事録

【資料 3-7-3】
【資料 3-7-4】

監査役の監査報告書
大学院の監査に関する資料

資料 F-11 参照

基準 4．自己点検・評価
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

4-1．自己点検・評価の適切性
【資料 4-1-1】

自己点検・評価に関する規則

【資料 4-1-2】

自己点検・評価委員会委員名簿

【資料 4-1-3】
【資料 4-1-4】

2013 年度第 3 回研究科委員会議事録
2013 年度第 4 回学校経営委員会委員会議事録

資料 1-2-6 参照
資料 1-2-7 参照

4-2．自己点検・評価の誠実性
【資料 4-2-1】

本学ウェブサイト

点検・評価

【資料 4-2-2】

2014 年度第 1 回研究科委員会議事録

【資料 4-2-3】
【資料 4-2-4】
【資料 4-2-5】

2014 年度第 10 回研究科委員会議事録
2014 年度第 10 回学校経営委員会議事録
2017 年度第 1 回研究科委員会議事録

4-3．自己点検・評価の有効性
【資料 4-3-1】

自己点検・評価に関する規則

資料 4-1-1 参照

【資料 4-3-2】

本学ウェブサイト

資料 4-2-1 参照

点検・評価

基準 A．理論と実務を融合した教育活動
基準項目
コード

該当する資料名及び該当ページ

備考

A-1．理論と実務の融合した良質な教育を提供するための体制整備
【資料 A-1-1】

大学案内パンフレット（授業・教員）

【資料 A-1-2】

本学ウェブサイト

資料 F-2 参照

【資料 A-1-3】

2017 年度教員一覧

資料 2-8-2 参照

【資料 A-1-4】

授業科目の概要

表 2-5 参照

【資料 A-1-5】

2017 年度シラバス

資料 F-12 参照

教員紹介
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LEC 東京リーガルマインド大学院大学

【資料 A-1-6】

大学案内パンフレット（論文指導体制）

資料 F-2 参照

A-2．理論と実務を融合した教育活動の達成状況の把握と改善
【資料 A-2-1】

2015～2016 年度 FD 委員会検討事項

資料 2-8-7 参照

【資料 A-2-2】

2017 年度シラバス作成依頼

資料 1-3-1 参照

【資料 A-2-3】

2017 年度シラバス

資料 F-12 参照

【資料 A-2-4】

研究指導委員会開催実績

66

