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序 章 

（１）兵庫県立大学大学院経営研究科経営専門職専攻の設置の経緯及び目的、特色について 

兵庫県立大学は、平成 16年度に神戸商科大学、姫路工業大学、兵庫県立看護大学の三大学の統

合により生まれた大学であり、本研究科も神戸商科大学の歴史と伝統を受け継ぎつつ、経営専門

職大学院として新たな発展の第一歩を踏み出すことを期して設立された。 

経営専門職大学院を設置した背景には、経済活動の急速な国際化･情報化等といった企業をとり

まく経営環境の大きな変化により、企業･組織経営において既存のビジネスモデルを継続するだけ

の戦略が有効ではなくなってきたことがあげられる。つまり、これからの経営は、理論に裏打ち

された実践能力という高度な専門的知識を有した経営のプロフェッショナルの養成が不可欠であ

ると考えたからである。 

そこで、神戸商科大学時代からの歴史と伝統を踏まえて実学を重視し、平成 19年４月に開設し

た会計研究科（会計専門職大学院）に引き続き、民間企業、公的機関のいずれの場面においても

優れたマネジメント能力を発揮できるような高度経営専門職業人を育成することを目的に、平成

22 年４月から経営専門職大学院（入学定員 40 名）を開設するに到った。 

本研究科は、産学公の連携による「ビジネスづくり」教育を志向し、経営の「理論と実践の融

合」化を図り、高度経営専門職業人を育成することを目的としており、ビジネスイノベーション

コース、地域イノベーションコース、医療マネジメントコースの３つの特色あるコースを擁し、

加えて中小企業診断士登録養成課程を併設している（図表１）。そして、多様な連携先との協力関

係のもとに、実践教育の実現の場としてフィールドスタディを行うことで、ビジネス・プロフェ

ッショナルに求められる問題発見・解決能力の向上を図る、いわゆる「現場実践型のケーススタ

ディ教育」を特色としている。 

 

経営研究科(経営専門職大学院) 

ビジネスイノベーションコース(定員 10 名程度) 

経営管理修士（専門職）Master of Business Administration 

地域イノベーションコース(定員 20 名程度) 

経営管理修士（専門職）Master of Business Administration 

医療マネジメントコース(定員 10 名程度) 

ヘルスケア・マネジメント修士（専門職）Master of Healthcare Management 

(併設)中小企業診断士登録養成課程(定員 15 名程度) 

            図表１ 本研究科の特色ある３つのコース 
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３つのコースの概要は次のとおりである。 

ビジネスイノベーションコースでは、平日開講科目を中心に履修する大学学部新卒者を対象と

して、理論に基づいた実践能力を有し、優れた経営感覚と経営手法を身に付けたグローバル企業

で活躍できるビジネスリーダーを育成する。兵庫県立大学経営学部の前身である神戸商科大学は、

国際的に活躍する社会人・企業人の育成を目指して、早くから実学的な経営・会計・商学に関す

る実務教育を重視してきた。そこで、長年の伝統を教育に生かすため、グローバルに活躍できる

人材を育成し、国内・海外インターンシップを行うことにより、国際企業社会で実践的に活躍で

きる人材を育成する。なお、大学院博士後期課程進学を希望するものに対しては、本大学院にお

ける講義科目とフィールドスタディを通じて得られた実践能力を基礎に、理論研究能力を養うべ

く外国文献研究、研究演習を開講する。標準修業年限は２年であり、授与される学位は「経営管

理修士（専門職）（Master of Business Administration）」である。 

地域イノベーションコースでは、主として土曜日開講科目を履修する社会人（２年以上の実務

経験を有する）を対象とする。学問体系に裏付けられた実践的なマネジメントを学びたい企業の

経営幹部や事業承継者を対象として、自らのビジネスアイデアの実現を目指す経営者・経営幹部、

金融機関の企業担当者、地域の産業クラスター創成に貢献する人材、および中小企業診断士を育

成する。これは大企業、中堅･中小企業の経営者･次世代経営者、社会で活躍するビジネスパーソ

ンに対するリカレント教育となる。標準修業年限は１年６か月であり、授与される学位は「経営

管理修士（専門職）（Master of Business Administration）」である。 

医療マネジメントコースでは、主として土曜日開講科目を履修する社会人等を対象として、卓

越したマネジメント手法を駆使する病院経営に関わる人材を育成する。大規模病院の経営は、こ

れまで医療関係の専門知識を持つ者の手にゆだねられることが多く経営学教育とは距離を置いて

きた。しかし、公立病院の独立法人化を始め、非営利分野であっても、マネジメント能力の必要

性が高まっている。つまり、大規模病院を経営する人材に対する財務マネジメント、人的資源マ

ネジメント、経営組織などの経営学的知識の提供が社会的に求められるようになってきている。

そこで、医療従事者に対する経営学の理論的・実践的教育の場として、マネジメント・スキルの

習得を目的とし、将来の公立及び民間の病院運営管理者の育成を行う。標準修業年限は１年６か

月であり、授与される学位は「ヘルスケア・マネジメント修士（専門職）（Master of Healthcare 

Management）」である。 

（併設）中小企業診断士登録養成課程では、企業に対して高度かつ最新の経営理論に基づいた

コンサルティングを行い、国際的視野を持ちつつ地域経済活性化にも資する中小企業診断士を育

成する。中小企業診断士は、国家認定のコンサルタント資格である。「中小企業診断士登録養成課

程」の単位も修得すれば、経営管理修士（専門職）学位に加えて中小企業診断士の資格が取得で

きる（但し、「中小企業診断士登録養成課程」入学資格を取るためには、大学院入学以前に中小企

業診断士試験一次試験合格が条件となる）。国公立大学、西日本でははじめてとなる「中小企業診

断士登録養成課程」を設置した目的は、兵庫県という地域に存立する県立大学として、地域に貢

献することが使命であり、その地域や企業の活性化を担う高度な経営専門家の育成を図ることが

県立大学としての役割を担う部分であると認識しているからである。「中小企業診断士」とは、国

家資格を唯一有する経営コンサルタントである。その領域は、中小企業に限定されるものではな

く、地域・企業・諸団体等のコンサルティングを担い、業務を通じて地域社会の活性化をサポー

トする「士」業である。修業年限は２年である。 
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（２）これまでの自己点検・評価活動及び外部評価・第三者評価等への取組み 

本研究科は、平成 22年４月に設置され、平成 23 年９月ならびに平成 24 年３月に最初の修了者

を送り出すことができた。これを機会に、この２年間の活動について自己点検･評価に取り組み、

「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書」を印刷配布するとともに、ホームページに掲載した。 

本研究科では、この取組みを、本研究科の現状を客観的に把握し、必要な改善につなげること

のできる好機と捉えている。そのため、自己評価委員会を中心に、研究科長をはじめ全専任教員

で取り組むことにした。社会的評価を受けることで、自己点検・評価を見直し、本研究科の一層

の充実につなげたいと考えている。 
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本 章 

１ 使命・目的・戦略 
項目１：目的の適切性 

経営系専門職大学院に課せられた基本的な使命（mission）とは、優れたマネジャー、ビジネス

パーソンの育成を基本とし、企業やその他の組織のマネジメントに必要な専門的知識を身につけ、

高い職業倫理観とグローバルな視野をもった人材の養成である。 

各経営系専門職大学院では、この基本的な使命のもと、それを設置する大学の理念に照らし合

わせて、専門職学位課程の目的に適った固有の目的（以下「固有の目的」という。）を定めること

が必要である。また、固有の目的には、各経営系専門職大学院の特色を反映していることが望ま

しい。 

＜評価の視点＞ 

1-1：経営系専門職大学院に課せられた基本的な使命のもと、固有の目的を設定すること。〔Ｆ群〕 

1-2：固有の目的は、専門職学位課程の目的に適ったものであること。（「専門職」第２条第１項）〔Ｌ群〕 

1-3：固有の目的には、どのような特色があるか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

1-1 本研究科の基本理念とその実現の方策 

 

（１）本研究科の基本理念 

 兵庫県立大学の基本理念は、「統合による相乗効果と総合大学のもつ利点・特徴を最大限に生か

し、異分野間の融合を重視した教育と研究を行い、独創的・先駆的な研究を推進して「新しい知

の創造」に全力を尽くすとともに、新しい時代の進展に対応し得る確固たる専門能力と幅広い教

養とを備えた人間性豊かな人材の育成に努め、地域の発展と我が国の繁栄、ひいては世界・人類

の幸せに貢献し得る大学となることを目指す」である。 

そこで本研究科では、「地域社会と世界との架け橋となって活躍できる経営プロフェッショナル

を養成し、ソーシャル・イノベーションの担い手となりうる人材を輩出し、地域の発展に貢献す

る。」ことを基本理念とし、これを実現するための具体的方策として、「ビジネスづくり」を柱と

した、①現場重視のケーススタディ教育（本研究科では「フィールドスタディ教育」と呼んでい

る）を実施し、②「産学公連携」による「実践経営学」の展開を行う。 

 ここでいう「ビジネスづくり」とは、ビジネスモデルの形成を意味する。つまり、高度な「も

のづくり」だけでなく、つくり出されたモノ・サービスで如何に事業展開（ビジネス）をしてい

くかが社会で求められており、ビジネスモデルをどのように志向し、創出するかという視点が極

めて重要であると考える。 

そのため、これまでの講義室におけるケーススタディ教育にとどまるだけではなく、現場に出

向いて現地調査と事業責任者との積極的な意見交換の中で、ビジネスモデルのあり方を検討する

ことを重視している。また、実践科学としての経営学の教育研究にあたっては、理論だけで終わ

らせることなく、理論を実験し、その結果をフィードバックして、学問研究の発展と地域社会の

発展に貢献する必要がある。すなわち「理論と実践の融合」のための実験の場として、組織にお

ける臨床研究を試みる。このような教育のもとで、組織革新の担い手となるマネジメント・イノ

ベーター、事業創造の担い手となるビジネス・クリエイターを育成していきたいと考えている。 

また、「ビジネスづくり」を柱とした実践経営学を成功させるには、それを支援する組織体制が
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重要となる。そこで、本研究科を中心に大企業・中小企業・商工団体等との連携機構として創設

されたのが、「産学公人材イノベーション推進協議会」（(2-17)参照）である。そして、これら

の連携団体を通じて、フィールドスタディ先や「理論と実践の融合」を図るための実験の場が担

保されることになる。 

ただし、県内の中小企業支援をはじめ、各地域の産業振興や地域振興の持続的発展を推進

していくには、その調整役あるいは牽引役を果たすソーシャル･コーディネーターも必要となる

が、それは、本研究科中小企業診断士登録養成課程を修了し、中小企業診断士資格を取得した

修了生を中心に、地域・ビジネスアドバイザーとして活躍できる仕組みを整備して対応して

いきたいと考えている。以上の内容を、図示したものが図表２である。 

 

 
図表２ 本研究科の教育に係わる基本理念とその実現の方策 

 

（２）本研究科を核とする「事業創造型産学公連携教育モデル」 

本研究科での学びにおける「理論と実践の融合」によるＭＢＡ教育においては、教育プログラ

ムが企業成長・地域振興プログラムとなるように科目配置を行うとともに、修了生を様々な「地

域」という「場（プラットフォーム）」で企業成長・地域振興に役立てられるような、地域振興循

環型のプログラム形成を目指す必要がある。これを我々は「事業創造型産学公連携教育モデル」

とよぶ（図表３参照）。 

つまり、地域のビジネスづくりを実践するには、既存企業･組織における新規事業の立ち上げ、

ベンチャー起業へと直結する「場（プラットフォーム）」を提供できる機会を創り出さなければな

らない。一方、大学院の機能の一部として、学んだ知識を実習する「臨床」の場を活用し、地域

再生・創造に貢献する能力を育成する必要がある。また活性化に対する処方箋を認識できない地

域と連携し、ここに内在する課題解決を通して、現実の社会経済活動の息吹を学生に体感させる
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こと、これにより学習に対する主体的姿勢を喚起すること等、新たな教育の実現に向けた大学内

外におけるきめ細かくかつ多面的な支援を講じていくことが必要となる。その場合、（１）で述べ

たソーシャル･コーディネーターがこうした教育プログラムに参画することは、大学院で学んだ理

論・実践を実際の地域再生･創造にどのように役立てられるのかを学ぶ機会ともなり、一方、大学

としても、大学院修了生の持つ新鮮かつ斬新な視点からの刺激や知識の共有により、地域再生･

創造に向けた積極的なシンクタンク機能を発揮することが期待できよう。 

こうした視点での大学･地域連携は、現在、日本経済における重要課題となっており、地域づく

りにおいて不可欠な試みと考える。また、活性化を模索する他の多くの地域や都市の再生・創造

を検討する上でも、本研究科の地域連携からもたらされる多くの知見にもとづき、地域再生･創造

プランとその実施に助言的機能を果たすことも可能となる。こうして本研究科の「実践経営学」

に根ざしたＭＢＡ教育による人材育成を通じて、大学・地域間の双方向型ネットワークから醸成

されるビジネス・ソーシャルイノベーションの基礎を形成していきたいと考えている。 

図表３は、「学」での教育プログラムと修了生の活動を通じて、大学と「産」、「公」とをつなぐ

有機的連携関係が形成され、それのスパイラル的な進展によって、地域社会の発展の可能性を示

唆したものである。これが、本研究科のＭＢＡ教育を通じて地域社会の発展にまでつなげようと

する「事業創造型産学公連携教育モデル」の考え方である。これによって、まさに本研究科の基

本理念である「地域社会と世界との架け橋となって活躍できるビジネス・プロフェッショナルを

育成し、ソーシャル・イノベーションの担い手となりうる人材を輩出し、地域社会の発展に貢献

する」ことが可能となり、民間企業、公的機関のいずれの場面においても優れたマネジメント能

力を発揮できるような高度で専門的な職業能力を有する経営専門職業人の育成を実現できると考

える。 

なお、本研究科におけるフィールドスタディ教育は、受入先企業等の問題解決に向けた事業提

案を志向する課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」である。そもそも、広く大学等で

実践されている教育プログラムにインターンシップがある。本来のインターンシップに対する社

会的な認識として、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこ

と」というとらえ方が一般的である（文部省・通商産業省・労働省「インターンシップの推進に

当たっての基本的考え方」平成９年９月）。本研究科では、このような学生が企業等で行うキャ

リアアップのための就業体験型インターンシップとは異なり、大学と企業等が社会科学系産学連

携の枠組みの中で相互の信頼関係の構築によるフィールドスタディ教育を標榜している。 
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図表３ 事業創造型産学公連携教育モデル 

 

1-2 育てる人材像と本研究科固有の目的 

 

本研究科は、経営研究科規則第２条において、教育目的を次のように明らかにしている。 

 

（研究科における教育研究上の目的） 

第２条 本研究科は、民間企業、公的機関の運営・管理に資する高度なマネジメント能力を備えた専門的な実務

の担い手として、高い資質、職業倫理、専門的能力に加えて、幅広い見識、思考能力、判断能力、国際的視野、

指導力など高度で専門的な職業能力を有する経営専門職業人の育成を目的とする。 

 

ここで、「高い資質、職業倫理、専門的能力に加えて、幅広い見識、思考能力、判断能力、国際

的視野、指導力など高度で専門的な職業能力を有する経営専門職業人の育成」とは、端的に言え

ば、「社会環境の変化に対応できる高潔（integrity）なる経営専門職業人を育成すること」であ

る。現在、社会のあらゆる領域でこれまで経験したことのない変化が生じており、グローバル化

の進展、人口構造の変化と社会保障改革、職業倫理の重視など大きく変わろうとしている。本研

究科は、単に多くの経営専門職業人を輩出することにとどまらず、社会環境の変化に適応しリー

ダーシップを発揮できるような誠実な人材を社会に送り出すことを目標にしている。 

これを踏まえ、本経営研究科における育てる人材像を、学生に配布する講義要目の冒頭におい

て、以下のように明示している。 
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（第 1 履修の手引き １．１経営研究科の使命） 

本研究科は、経済社会における重要な役割を担うことが一層求められている高度で専門的な職業能力を有する経

営専門職業人の育成を目的としています。ここで経営専門職業人とは、 

①学問体系に裏付けられた実践的なマネジメントを学び、優れた経営感覚と経営手法を身につけたビジネスリー

ダー、 

②自らビジネスアイデアを実現できる事業家、 

③地域経済活性化において中心的に活躍できる中堅・中小企業の経営人材、 

④地域経済活性化に資する、高度な経営理論を備えた中小企業診断士、 

⑤卓越した民間のマネジメント手法を駆使する経営センスを身につけた医療機関の次世代管理者、 

⑥研究機関やシンクタンク等で活躍する研究員、 

です。 

 

以上の基本理念、教育目的を実現すべく、本研究科では３つの特色あるコース、ビジネスイノ

ベーションコース、地域イノベーションコース（これら２つのコースでは中小企業診断士登録養

成課程を併設）、医療マネジメントコースを設置し、各経営分野におけるより高度な経営専門職業

人の育成に特化している（図表１）。 

上記の育てる人材像とコースの関係を示す。①、②の人材育成を目指すビジネスイノベーショ

ンコースは、グローバル企業経営における「ビジネスづくり」を創発するビジネスリーダーの養

成を目的としている。①、③の人材育成を目指す地域イノベーションコースは、これまでのビジ

ネス経験を活かした社会人大学院生を対象に、地域経済・地域振興に必要となる「ビジネスづく

り」に貢献する社会企業家・経営人材の養成を目的としている。さらに上記④の人材育成を目指

し、地域・企業経営のイノベーションを創発する課題解決型コンサルティングを身につけた中小

企業診断士の輩出を目的とした中小企業診断士登録養成課程を併設している。また医療経営分野

は、日本の戦略産業の一つとしてさらなるマネジメントの強化が必要となっており、⑤の人材育

成を目指す、医療経営分野に特化した医療マネジメントコースを設置し、民間・公立の医療機関

の運営管理者の育成を目指す。 

このように、本研究科で学んだ学生たちが活躍する舞台は、大企業、中小企業のみならず、近

年マネジメント能力の必要性が高まっている公立病院をはじめとした非営利組織も含まれる。ま

た、国際的に活躍できるビジネスパーソンの育成のために、国際的に活躍する企業へのフィール

ドスタディ教育を実施し、国際感覚豊かな人材を育成することも本研究科の使命である。 

           

 

1-3 ３つのコースの特色 

 

各コースの定員、標準修業年限、授与される学位をまとめると図表４のようになる。 

 

図表４ ３つのコースの概要 

コース 定員 標準修業年限 授与される学位  

ビジネスイノベーション 10 名程度 ２年 経営管理修士（専門職） 平日開講科目を

中心に履修 
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地域イノベーション 20 名程度 １年６か月 経営管理修士（専門職） 土曜開講科目を

中心に履修 

医療マネジメント 10 名程度 １年６か月 ヘルスケア・マネジメ

ント修士（専門職） 

土曜開講科目を

中心に履修 

(併設)中小企業診断士登

録養成課程 

15 名程度 ２年  土曜開講科目を

中心に履修 

合計 40 名    

 

ただし、中小企業診断士登録養成課程は２年を超えて履修することはできない。 

図表５は、各コースのカリキュラム体系の概略を示したものである。本研究科の基本理念を実

現するための具体的方策として掲げているフィールドスタディ教育は応用実践科目に位置づけら

れており、その詳細を含む各コースの特色を以下に説明する。 

 

図表５ ３つのコースのカリキュラム体系 

人材像

国際企業社会で活躍する
・ビジネスパーソン
・アントレプレナー
・シンクタンクの研究員

・次世代を担う経営者
・中小企業診断士

・医療機関の将来の
運営管理者

主に平日に開講 主に土曜日に開講

コース

ビジネスイノベーション
コース
・最短修業年限２年
・合計４５単位以上
・経営管理修士（専門職）

地域イノベーションコース
・最短修業年限１年６ヵ月
・合計３６単位以上
経営管理修士（専門職）

医療マネジメントコース
・最短修業年限１年６ヵ月
・合計３６単位以上
ヘルスケア・マネジメント
修士（専門職）

応用
実践科目

専門演習
フィールドスタディⅠ
フィールドスタディⅡ

（６単位）

専門演習
フィールドスタディ

（４単位）

専門演習
フィールドスタディ

（４単位）

発展
科目

講義科目に加えて、

経営戦略ケーススタディ
（企業経営）／研究演習／
外国文献研究

（１７単位以上）

講義科目に加えて、

経営戦略ケーススタディ
（企業経営）／研究演習／
専門文献研究

（１６単位以上）

講義科目に加えて、

経営戦略ケーススタディ
（病院経営）／研究演習／
専門文献研究

（１６単位以上）

基礎
科目

経営組織／マーケティング
／財務マネジメント／マネジ
メント・サイエンス／経営情
報システム論／経営戦略
コースワーク／Business 
English

経営戦略／経営組織／

財務会計／マーケティング
／経営情報システム論／
ロジカルシンキング

経営戦略／経営組織／財
務会計／サービスマーケ
ティング／経営情報システ
ム論

経営職業倫理

グローバルコミュニケーショ
ンⅠ～Ⅲ／基礎演習Ⅰ・Ⅱ

経営職業倫理

基礎演習

医療倫理

基礎演習

（１６単位以上） （１０単位以上） （１０単位以上）

 

 

（１）ビジネスイノベーションコース 

ビジネスイノベーションコースは、企業などの組織で勤務経験を持たない大学学部新卒者を対
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象として経営専門職教育を施そうとする点に大きな特色がある。学部新卒者の学力低下や就業能

力不足が叫ばれて久しいが、本コースでは学部教育では十分に教育が及ばなかったであろう理論

と実務との架橋教育に注力し、実務感覚を備えた「真の学卒力」（学部教育内容を着実に実践の場

へと応用展開し行動できる能力）を教育することを目的としている。通常の講義科目では、ケー

ススタディ、グループ討論、グループおよび個人プレゼンテーションを中心に授業を進めながら、

学生の問題発見能力・解決能力・プレゼンテーション能力の向上を図っている。また、第一線の

経営現場で活躍するビジネスパーソンたちによるケーススタディ科目、「経営戦略ケーススタディ

（企業経営）」、並びに、以下で説明するフィールドスタディ科目を配置し、実務経験を持たない

学生たちに対して実践感覚を養う教育を行っている。 

本コースのフィールドスタディ教育では、県内の地域・企業等の現場を学習のフィールドとし

て、教室で学んだ経営理論を検証する能力やそれらの理論を実践する能力を養いながら、実務に

ついての理解を深めることを目的に教育を実践する「フィールドスタディⅠ」を１年次に実施し

ている。地域経済の支援組織や企業等から経営現場の現状を知り、地域のキーパーソンや経営者

の話から現実の課題を発見・抽出して、それらの課題に応えるための新しいビジネスモデルを提

案する。また、海外を学習のフィールドとして、国際ビジネスの現場に身を置き、国際経営活動

における現状・課題を抽出し、現場で学生が発見した課題解決策となるビジネスモデルの提案を

行う「フィールドスタディⅡ」を２年次に実施している。なお、平成 24年度からは、２年次のみ

ならず１年次に対しても、短期間の海外企業研修を実施することにより、いわゆる“グローバル

人材”の養成という社会的要請にいち早く応えるべく努力している。さらに２年次後期の「専門

演習」では、学生一人ひとりの問題意識に基づきながら課題研究論文を作成し、本研究科発行の

学術雑誌『商大ビジネスレビュー』（(2-32、2-33)参照）への投稿に向けて指導している。本科

目を通じて、学生たちの論理的な文章表現能力の向上も図っている。 

 

（２）地域イノベーションコース 

地域イノベーションコースは、理論に裏打ちされた実践的なマネジメント能力を備えた経営の

プロフェッショナルの養成を目指している。これまでの入学者の大半は、幅広い分野のキャリア

経験者であり、地域の事業経営者ならびに大企業をはじめ地域中小企業や金融機関等の経営幹部

および中間管理職等、様々である。中小企業診断士、行政書士、社会保険労務士等の有資格者も

いる。また、本研究科入学までの学歴を見ても、経営・経済、法学等の社会科学系の学部に限ら

ず、建築・土木、機械、化学、薬学等の自然科学系の学部・大学院の卒業生、あるいは高校卒業

後すぐに社会に出て企業での管理職を経験されている人等、その多様性が本コースの一つの特徴

としてあげられる。 

本コースのフィールドスタディ教育は、１年次に実施する「フィールドスタディ」であり、兵

庫県内の地域および企業等の現場を学習のフィールドとして、地域活性化ならびに地域に根付い

た企業の成長維持を追求すべく今までのビジネス経験を活かしながら、教室の講義等で学んだ最

新の経営理論を検証する能力、また経営理論を実践する能力の養成を目的にしている。かかる企

業等のフィールド実践教育を通じて、これからの経営に活かせる仮説の設定やさらなる仮説の再

構築等を行い、現場で得た知識等に基づいてビジネスモデル等の提案を行うことのできる、ビジ

ネス・クリエイターやソーシャル・コーディネーターとなるべき修了生の輩出を目指している。

また、診断実習報告書の作成を必修としている中小企業診断士登録養成課程の学生を除く、本コ
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ースの学生には１年６か月で学んだ成果としての『商大ビジネスレビュー』への執筆を通じて、

地域活性化および企業の成長に関する意識をさらに深めている。 

 

（３）医療マネジメントコース 

医療マネジメントコースは、日本の経営専門職大学院では初めての設置であり、兵庫県のみな

らず全国の病院等医療機関における将来の運営管理者育成を目指している。これまでの入学者は、

医師、看護師、薬剤師、臨床工学技士、医療ソーシャルワーカー、病院事務職等の医療従事者に

加え、弁護士、公認会計士など幅広く、大学学部新卒者にも門戸を開いている。また、現役の運

営管理者の入学もこれまでに複数あり、１年６か月で学んだ成果として『商大ビジネスレビュー』

に掲載する論文の中に、自組織の経営戦略を打ち出している。本コース入学直後の数か月は経営

諸分野の講義を、地域イノベーションコースの学生とともに受講し、医療分野に限定せず経営学

の基本を幅広く学ぶ。その後、医療をとりまく現状を押さえつつ、医療マネジメントに特化した

発展科目群を学ぶ。「経営戦略ケーススタディ」「フィールドスタディ」といった現場実践型の科

目が設置されているが、これら以外にも、病院経営に携わる方々から講義を受ける機会が多く設

けられている。 

本コースのフィールドスタディ教育は、１年次に実施する「フィールドスタディ」であり、公

的医療機関・民間医療機関等の病院経営を中心とした現場を学習のフィールドとして、病院経営

の実態を知ること、医療分野における社会的課題を検証し、フィールドワークを通じて、仮説の

検証・仮説の再構築を行い、現場で得た知識に基づいて医療マネジメントに必要となるビジネス

モデルの提案を行うことを実践している。毎年４～６病院を対象とし、公立病院や民間病院、ま

た、急性期病院やリハビリテーション病院など、様々なケースを選んでいる。各ケースはレポー

トとしてまとめ、最終的に、訪問した病院事業担当者を講師として招聘して発表を行い、その講

評を頂いている。 

 

（４）（併設）中小企業診断士登録養成課程 

本研究科が養成する中小企業診断士は、「現場実践力」、「戦略的思考能力」、「コミュニケーショ

ン能力」を養成すべき基本的な能力と位置づけ、確固たる信念と実践力を兼ね備えたコンサルテ

ィングプロフェッショナルである。 

本課程を修了し、中小企業診断士として修了生が社会で活躍するフィールドは、多種多様に及

ぶ。たとえば、現在所属している企業内診断士として、地域社会にとってなくてはならない企業・

組織、いわゆる強い企業・組織として存立するための企業・組織内イノベーションを創発する役

割を担う者、社会企業家としての精神を持って、社会的課題を解決するソーシャル・ビジネスを

興す者、独立開業して地域活性化や産業振興、地域企業のイノベーションを創出するコンサルテ

ィング支援をおこなう者などである。いずれの場合もコンサルティングを通じて社会に貢献でき

る人材を、本研究科は輩出していく社会的責任がある。まして、高度なコンサルティング業務を

こなすには、それなりの豊かな知識、経験が求められる。 

本研究科では、修了生のさらなるスキルアップを実現するために資格取得以降の実務経験の蓄

積による資質向上を掲げ、本研究科修了の中小企業診断士を中心に活躍の場を提供することを検

討している。例えば、地域・企業に対するアドバイザー登録制度を構築すること等である。本研

究科の産学人材育成センター（(7-5)参照）を拠点とし、産学公人材イノベーション協議会の産学
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公連携事業の活用、大学のシンクタンク機能の活用、既に地域社会で活躍する中小企業診断士・

教員・研究員等とのネットワークを構築し、情報交流の場、学びの場、仕事の場を確保し、地域

にとってなくてはならない中小企業診断士の育成の場を形成していきたいと考えている。 

 

 地域イノベーションコースと医療マネジメントコースのいずれに属するかについては、１年前

期終了時に確定する。また、（1-1）に引用した経営研究科規則第２条の中で、経営専門職業人に

「職業倫理」が必要であること、そして、それを備えた人材を育成することを明記している。こ

の方針のもとに、本研究科では、現代の経営専門職業人に求められる倫理観を身につけ、かつ、

それを実務に適用し、実践できる能力を開発するために、「経営職業倫理」「医療倫理」を必修科

目として配置し、それらに関連する事例を取り上げている。 

 なお、専門職大学院設置基準によれば、「専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を

担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする」（第２条第１項）とある。本学で

は、兵庫県立大学大学院学則において、「専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担

うための深い学識及び卓越した能力を養うことを目的とする」（第３条第６項）と定めており、か

つ、（1-1）に引用した本研究科の目的は経営分野の専門職大学院であることを具体的に示したも

のになっている。したがって、本研究科の目的は、専門職学位課程制度の目的に適っている。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「経営研究科の使命」（７頁） 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学大学院学則」（35頁～39 頁） 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学大学院経営研究科規則」（53頁～58 頁） 

・添付資料 1-6：「兵庫県立大学大学院経営研究科産学人材育成センター設置要綱等」 

・「兵庫県立大学の基本理念：http://www.u-hyogo.ac.jp/annai/rinen/」 

・「経営研究科の基本理念：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/mission.htm」 

（平成 25年度から講義要目に掲載） 

 

 

項目２：目的の周知 

各経営系専門職大学院は、学則等に定められた固有の目的をホームページや大学案内等を通じ

て社会一般に広く明らかにするとともに、教職員・学生等の学内の構成員に対して周知を図るこ

とが必要である。 

＜評価の視点＞ 

1-4：ホームページや大学案内等を通じ、固有の目的を社会一般に広く明らかにすること。（「学教法施規」第172

条の２）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

1-5：教職員・学生等の学内の構成員に対して、固有の目的の周知を図ること。〔Ｆ群〕 

1-6：固有の目的を学則等に定めていること。（「大学院」第１条の２）〔Ｌ群〕 

＜現状の説明＞ 

1-4  社会一般への広報の実施 

 

本研究科の目的は、本研究科の学生募集要項、パンフレット、ホームページおよび本学のパン
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フレットおよびホームページ等に掲載している。また、序章でも述べたように、「平成 22・23 年

度 自己点検・評価報告書」を印刷し、学内関係者・オープンキャンパス参加者・連携諸団体に

配布するとともに、ホームページにも掲載した。当該報告書には、本研究科の使命や目的、教育

内容、２年間の成果が詳しく述べられており、教職員や学生はもとより広く社会にも周知を図る

一助になると思われる。 

 

1-5 学内の教職員・学生等の学内の構成員に対する周知 

 

本研究科の専任教員および本研究科を担当する学務課（教務担当）の職員は、本研究科の目的

（経営研究科規則第２条）および社会に対する本研究科の「約束」といえる「研究科の設置の趣

旨等を記載した書類」を理解した上で教育研究および管理運営に従事している。また、学生に対

しては、新入生オリエンテーションを開催し、その中で「講義要目」に基づき「経営研究科の使

命」等を説明している。しかし、入学後に周知したのではミスマッチは避けられない。そこで、

学生受け入れの段階から周知する必要がある。入学試験の受験者が本研究科を理解するために最

も利用しているのはホームページであることが、聞取りにより判明している。したがって、ホー

ムページに記載するとともに、入試説明会でも必ず言及している。その結果、受験者が提出した

志望理由書を読んでも、相当程度理解されているものと考える。 

 

1-6  学則等に記載の本研究科の目的 

 

本研究科は、経営研究科規則第２条において、教育目的を次のように明らかにしている。 

 

（研究科における教育研究上の目的） 

第２条 本研究科は、民間企業、公的機関の運営・管理に資する高度なマネジメント能力を備えた専門的な実務

の担い手として、高い資質、職業倫理、専門的能力に加えて、幅広い見識、思考能力、判断能力、国際的視野、

指導力など高度で専門的な職業能力を有する経営専門職業人の育成を目的とする。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「経営研究科の使命」（７頁） 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学大学院経営研究科規則」（53頁～58 頁） 

・添付資料 1-2：「兵庫県立大学大学院経営研究科（専門職大学院）学生募集要項」 

・添付資料 1-3：「兵庫県立大学大学院経営研究科経営専門職専攻パンフレット」 

・添付資料 1-4：「研究科の設置の趣旨等を記載した書類」 

・添付資料 1-5：「兵庫県立大学パンフレット（平成 24年度）」 

・添付資料 8-1：「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書」 

・「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書： 

http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/self_assessment.htm」 

・「経営研究科の目的：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/about.htm」 

・「経営研究科の目的：http://www.u-hyogo.ac.jp/annai/purpose/daigakuin.html」 
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項目３：目的の実現に向けた戦略 

各経営系専門職大学院は、その固有の目的の実現に向けて、中長期ビジョンを策定し、それに

対する独自の資源配分、組織能力、価値創造などを方向付ける戦略を作成することが必要である。

また、作成した戦略は、固有の目的の実現に向けて、できる限り速やかに実行することが望まし

い。 

＜評価の視点＞ 

1-7：固有の目的の実現に向けて、中長期ビジョンを策定し、それに対する資源配分、組織能力、価値創造などを

方向付ける戦略を作成すること。〔Ｆ群〕 

1-8：固有の目的の実現に向けて作成した戦略を実行しているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

1-7  本研究科の中長期ビジョン 

 

本学では、大学運営の基本方針の具現化や全学的な教育研究の質の向上等に資する方策を明確

にし、自主・自律的で計画的な運営を行うため、中期計画を策定している。本研究科の設置は、

第２期中期計画（平成 19 年度～21 年度）により方針として掲げられ、第３期中期計画（平成 22

年度～24 年度）において、「経営学部と経営研究科との５年一貫教育体制を確立するとともに、

多様な連携先との協力関係の下に高度専門職業人の育成を図る」ことが掲記され、その具体の経

営戦略が、序章および(1-3)に記した３つのコースと中小企業診断士登録養成課程を併設した経営

専門職大学院の設置である。 

また、本研究科の第４期中期計画（平成 25 年度～27 年度）における部局特色化ビジョン（将

来構想）においては、「本経営専門職大学院では、産学公が連携した「ビジネスづくり」教育を志

向し、経営の「理論と実践の融合」化を図ることを狙いとして、「現場実践型のケーススタディ教

育」を特色としている。これにより、大企業のみならず、地域経済の核となる中小企業の育成・

振興を図るとともに、非営利組織の代表的機関である公立病院等に代表される公的部門組織の存

立基盤を強化し、地域経済の維持・発展に貢献していくことが可能となる。」として、これまでの

中小企業診断士登録養成課程を併設したビジネスイノベーションと地域イノベーション、さらに

医療マネジメントの各コースの継続性を確保した上で、３つの特色化事業戦略、つまり①介護マ

ネジメントコースの設置、②医療従事者に対するリカレント教育の拡充、③産学公連携事業の一

層の推進、を掲げている。 

 

1-8  固有の目的の実現に向けた戦略の策定と実施 

 

まず、第２期中期計画で本研究科の設置が方針として掲げられ、第３期中期計画期間中に、序

章および(1-3)で示したような、特色ある３つのコースと中小企業診断士登録養成課程を併設する

本経営研究科が設置されるに到った。現在は、第４期中期計画における特色化事業戦略の実現に

向けて、大学本部と資源配分、組織能力の確保に向けて協議をしている最中である。各コースの

将来戦略をまとめると図表６のとおりである。 
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図表６ 各コースの将来戦略 

 

（１）ビジネスイノベーションコースの戦略 

 本コースの戦略は、２段階に分けて考えている。第１段階は、経営学部からの５年（あるいは

６年）一貫教育体制の確立、第２段階は、グローバル・イノベーターの養成である。 

  

①学部からの５年（あるいは６年）一貫教育体制の確立 

 本研究科は平成 22 年４月に開設されたが、その設置に係わる基本的な考え方は、平成 19 年度

に新設された会計研究科と同様に、経営学部･大学院一貫教育を通じた実践経営学の推進である。 

新卒大学生向けの経営専門職大学院は、わが国では極めてまれである。本学には経営学部があ

るが、そこでもインターンシップ等を通じて、現場に根ざした実践経営学の教育を試みてきた。

しかし、講義室を飛び出して、現場（フィールド）における教員と学生の双方向の教育が、スパ

イラル的に相乗効果を生み出して行くには、やはり４年間は短いと思われるようになってきた。 

そこで、図表７に示すような、経営学部から専門職大学院まで５年（あるいは６年）の一貫し

た実践経営教育を実現する仕組みを作り上げるために、会計と経営という２つの専門職大学院学

院を相次いで設置した。その際、本研究科における教育面で重視したのが、i)論理的思考力、ii)

意思伝達能力、iii)現場重視のフィールドスタディ教育（科目名は「フィールドスタディⅠ、Ⅱ」)

の３つである。 

まず、論理思考力の面では、グループ討論、プレゼンとレポート作成、ロジカルシンキング、

経営戦略ケーススタディ教育を重視した。また意思伝達能力の面では、「Business English」や「グ

ローバル・コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ」といった英語による授業を中心に外国語コミュニケ

ーション力の向上を図った。そして、フィールドスタディについては、１年次は日本企業におけ

る課題解決型フィールドスタディ教育を行い、２年次は海外フィールドスタディという形で２週

間、インド、タイ、フィリピンに教員引率の下に学生を派遣して、現地企業でのフィールドスタ

ディ教育を実施した。また、この間、研修先国の大学等において、現地学生との交流機会を通じ

て、コミュニケーション能力の向上も図った。 

第１段階 

第２段階 
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              図表７ 学部・専門職大学院一貫教育 

 

②グローバル・イノベーターの養成 

 日本企業のグローバル化は急加速に進んでおり、それに比して人材供給が追い付いていない状

況にある。とりわけ、新興国で活躍できる人材が求められている。そして、大企業はもちろんの

こと、人材資源確保が厳しい中小企業においても、グローバル人材の確保は喫緊の課題となって

いる。このような状況の中で、産学公連携事業と結びつけて教育の仕組みを創り上げている本研

究科に今後求められていくのは、グローバル社会で活躍するために求められる基盤能力を身につ

けた若手人材の育成、別言すれば兵庫地域と国内地域さらには新興国との架け橋となる若手人材

の育成である。なお、ここで言う「基盤能力」とは、論理的思考力と意思伝達力を指す。 

 そのためには、第１段階における i)論理的思考力を高める教育、ii)意思伝達力の教育に加え

て、iii)英語による授業実施と iv)一層の国際交流教育の充実が必要となる。 

そこで第２段階では、修了所要単位数の３ないし４割程度を英語による授業に置き換えていく

ことを考えている。具体的には、現在すでに英語で実施している、「Business English」、「グロー

バル・コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ」、「国際経営Ａ」の科目に加えて、「国際マーケティング」

等においても順次、英語による授業実施を予定している。また、平成 25 年度からは「Strategy and 

Organization」という科目を新設し、経営学の２本柱である経営戦略論と経営組織論のエッセン

スを英語で講義することにより、学生自身が英語で経営学を自ら語ることができる基礎能力づく

りを支援する。さらに、同じく平成 25年度からは、これまで１年次、２年次のそれぞれに配置さ

れていた半期２単位の必修である演習科目とフィールドスタディ科目の２つを１つに統合し、１

年次は「コンサルティング・プロジェクト演習Ⅰ」、２年次は「コンサルティング・プロジェクト

演習Ⅱ」という通年４単位の科目をそれぞれの学年に新設する。この改編に合わせて、これまで

国内企業研修のみを実施していた１年次のフィールドスタディにも海外企業研修を導入すること

とした。グローバル人材の育成という社会的要請にいち早く応えるためにも、海外経験を１年次

の早い段階から行うことが望ましいと判断したためである。２年次の海外企業研修では、従来以
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上に課題探索・解決型志向のコンサルティング・プロジェクトへと研修内容を充実させるべく、

目下プログラムの改善・検討に取り組んでいるところである。 

 

（２）地域イノベーションコースの戦略 

 地域イノベーションコースの戦略も２段階に分けて考えている。第１段階は地域リーダーの育

成、第２段階はソーシャル・イノベーターの養成である。 

 

①地域リーダーたる「元気な中小企業家」の養成 

 第１段階（当初３年間）は、本学神戸学園都市キャンパスの持つ機能を基礎におき、新規の雇

用創出･地域活性化主体として中小・ベンチャー企業の創業・第二創業（経営革新）を実現してい

く体制を構築することにより、地域経済の再生・創造に主眼を置いてきた。さらにこれらを中核

企業と位置づけ、中核企業と地元大企業との有機的連関関係の形成による「イノベーション･コラ

ボレーション」を形成することにより、その過程において，地域固有の強みを活かした地域全体

を巻き込んだ、グローバル戦略をも含むビジネスモデルの構築が可能となる。ここで重要となる

のが、「地域」に潜在的に内包されるさまざまな社会的ネットワークや既存経営資源が持つポテン

シャルである。ポテンシャルを引き出すためには「地域リーダー」の育成が必要であり、その役

割を担うのが、「元気な中小企業家」である。彼らによって、収益性をも確保できる優位性を有す

るコア･コンピタンスの創出、経営資源の獲得と蓄積、等が可能となり、経営資源の地域還元とし

て地場の関連機能の強化のための再投資が生み出されることになる。ここで生まれる好循環によ

って地域活性化が可能となる。 

 

②ソーシャル・イノベーターの育成 

 今後の兵庫地域さらにはわが国の活性化に重要な役割を果たすと思われるのが、地域が抱える

福祉、教育、環境、まちづくり等の社会的課題に対して、ボランティアや地方自治体の支援のみ

に頼るのではなく、利益を得て持続可能な事業を行う「ソーシャル･ビジネス」である。「ソーシ

ャル･イノベーション」を担う主体としての「ソーシャル・ビジネス」の核となるのが、地域に密

着している企業家である。そこで、「ソーシャル･ビジネス」を基盤に、兵庫県地域さらにはわが

国の社会・経済問題や組織のあり方を大きく変えていく「ソーシャル･イノベーション」をいかに

創出していくかが課題となる。 

もちろん、地域住民が一体となった地域再生･地域活性化を目指すためには、率先して地域をま

とめるリーダー企業を育成し、そこから形成される地域コミュニティを支援していく必要もある。

地域の自主財源を生み出すために、地元の地域産業と連携して、「地域内再投資」の循環を活用す

ることも求められる。つまり、「地域内再投資」の循環によって、地域ネットワーク内の住民、企

業間の人間同士の信頼関係をより強固なものにし、経営体験の交流･取引･情報提供と経営資源の

共有を通して、さまざまな地域の課題解決の処方箋を導き出すことが可能となる。その処方箋に

成り得るものとして考えられるのが、「ソーシャル･イノベーション」である。 

以上の視点から地域でイノベーションを起こし、地域活性化を進めていくには「ソーシャル･

イノベーター」の養成が不可欠であると考えられる。そこで、本研究科では、「ソーシャル・イノ

ベーター」の一翼を担うものとして、①元気な中小企業家、②地域連携リーダー、③中小企業診

断士、を想定しており、以下のようなカリキュラムを新規に開設することを考えている。 
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ビジネスモデル・イノベーション、地域資源イノベーション、アントレプレナー･イノベ

ーション、ソーシャル・フィールドスタディ、地域産業イノベーション、経営品質イノ

ベーション、ビジネス・フィールドスタディ（各２単位） 

 

「ソーシャル･ビジネス」は「社会性」と「事業性」の共存が求められる。そこで現行の「フィ

ールドスタディ」科目を、前者の「社会性」に係わる「ソーシャル・フィールドスタディ」と、

後者の「事業性」に係わる「ビジネス・フィールドスタディ」の２科目に改変し、さらに両者を

つなぐ「理論と実践の融合」に関わる講義として、ビジネスモデル、地域産業、地域資源、経営

品質、アントレプレナーに係わる５つの科目を開設することで地域活性化に向けての応用実践力

を修得する。 

 

（３）医療マネジメントコースの戦略 

医療マネジメントコースの戦略も２段階に分けて考えている。第１段階は、経営専門職大学院

に初めての医療マネジメントコースの設置であり、第２段階は介護マネジメントコースの設置で

ある。 

 

①医療マネジメントコースの設置 

本研究科の医療マネジメントコースは 、 将 来 の 医療機関のトップマネジメント層を形

成する経営専門職を養成することを目的に、標準修業年限１年６か月、毎土曜日に開

講し、合計 36 単位を修得することで「ヘルスケア・マネジメント修士（専門職）」

を授与する、公立専門職大学院である。 

医療は、生命倫理、医療安全、技術革新に対応する複雑系システムで、その動向は政治的経済

的社会的文化的に大きな影響を生じる。国民医療費は、すでに 36 兆円を超え、今後とも増加の傾

向にある。経営的観点でみれば、医療提供が国、地方自治体、その他の公的経営主体から、財団

法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、株式会社そして個人と多岐にわたり、医

療経営をわかりにくくしている。その組織体は、多くの場合プロフェッショナル組織であり、そ

のガバナンスは容易ではない。このように医療システムの特異性を強調することは可能であるが、

それにもかかわらず何らかの方法で適切にマネジメントすることが強く求められている。 

医療マネジメントは、医療提供組織の設置理念、ビジョンを明確にし、価値観を共有した

組織において、経営戦略・計画に基づき、医療組織、経営組織、医療設備機器、情報システムを

適切にマネジメントし、組織目的を達成するパフォーマンスであるといえる。その運営に当たっ

ては、経営組織、労務、財務、法務の基礎的な知識と技術を必要とするばかりか、適切にマネジ

メントするには、ヒト・モノ・カネ・情報のマネジメント手法の習得が不可欠である。 

本コースのカリキュラムは、経営戦略、組織、簿記・会計、財務分析、マーケティングなどの

経営学のエッセンスを重視し、その上に、医療倫理、医療制度論、医療関係法規、医療ファイナ

ンス、病院サービスマネジメント、病院運営管理論、病院原価計算などの発展科目を配置する構

造となっている。これだけでは不十分であるので、入学直後の 24時間を基礎演習として、簿記・

会計実務、情報処理技術などの基本ツールを再学習する、また、専門演習として個別のマネジメ

ント課題を討議方式で検討する。この最終結果を各受講生が論文形式にまとめる。 
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さらに、本コースの特色として４～６病院を対象として実施する「経営戦略ケーススタディ」

および「フィールドスタディ」がある。これは４～６病院を訪問し、各種の質疑応答から調査病

院の経営戦略や病院経営診断を試みるものである。受講生は、対象病院の事前研究を既存情報等

から整理し、訪問した際に概要説明を受け、病院見学を行う、その後の質疑応答で必要な経営情

報を獲得する。訪問後は２グループに編成し、それぞれで情報を整理し、経営診断の結果を発表

し討議する。最終的には、訪問先の病院経営責任者に来校いただき、分析結果を報告し、討論す

るものである。 
医療マネジメントの目標は、医療サービスの公共性、公正性、安全性を最大化することであり、

その目的は、提供する医療水準の維持・向上である。講義や討議を通じて重視したことは、①問

題の明確化、②課題の整理、③管理可能不可能の区分、④マーケティングと組織適応性などであ

る。  

 

②介護マネジメントコースの新設 

第２段階の介護マネジメントコースであるが、平成 26年４月を目途に介護マネジメントコース

（定員５名程度）を新設する予定である。設置の趣旨は、急激に拡大する介護事業を支える介護

事業経営専門職を養成することである。 

2000 年に制度が開始された介護保険制度は、2011 年度に約８兆円の経済規模となり、2025 年

には約 20兆円を超えると推計されている。急激な介護市場の拡大により、介護事業所における経

営専門職の育成・獲得が緊急の課題になっている。このような現状において、経営研究科に介護

マネジメントコースを新設することは、結果として介護経営を安定化させ、介護サービスの質の

向上に資するものであり公立大学の使命と考えられる。医療経営や福祉経営に関する大学院は、

全国でも最大 45 校程度で、介護マネジメントコースという名称で設置している公立大学は現在皆

無である。 

 既に、予備的マーケット調査とカリキュラムの基本計画は完了している。24 年度から 25 年度

にかけて、速やかに新設準備を進める予定である。 

 

＜根拠資料＞ 

・「兵庫県立大学第２期中期計画業務実績に関する評価報告書： 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/pa16/documents/000151402.pdf」 

・「兵庫県立大学第３期中期計画： 

 http://www.u-hyogo.ac.jp/annai/future/middle/」 

 

【１ 使命・目的・戦略の点検・評価】 

（１）検討及び改善が必要な点 

１．本研究科の特色は、先にも述べたように特色ある３つのコースを設け、多様な連携先との協

力関係のもとに、経営現場であるフィールドでの調査・分析・診断・助言・戦略策定をもとに、

「現場実践型のケーススタディ教育」を展開している点である。つまり、本研究科を中心に大企

業・中小企業・商工団体等との連携機構として創設された「産学公人材イノベーション推進協議

会」を通じて、「フィールドスタディ先」や「実験の場」といった実践経営学の教育の受け皿が

担保され、「現場」を取り入れた「経営理論」と「経営実践」の融合化を図り、有為な経営人材
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を育成する教育カリキュラムの展開が可能となっている点である。 

 

２．(1-8)でも述べたように、各コースとも現在第１段階にあり、そこでの点検を踏まえて第２段

階の戦略を構想している。各コースとも平成 22 年度の設置から現在の平成 24 年度まで、順調に

戦略展開を図っており、そこでの成果も踏まえて、改善策も含めて検討した結果が、平成 25年度

以降の第２段階の将来戦略である。今後も、中小企業診断士登録養成課程を併設したビジネスイ

ノベーションと地域イノベーション、さらに医療マネジメントの各コースの継続性を確保した上

で、①介護マネジメントコースの設置、②医療従事者に対するリカレント教育の拡充、③産学公

連携事業の一層の推進、④第２段階の戦略の実現に向けたカリキュラムの改変を進めていく。 

 

３．本研究科の教育目的が達成され、その結果、本研究科が社会にどれだけ貢献したかは、最終

的に本研究科の修了者が社会からどのように評価されるかによって検証されるものと考えている。

そこで、平成 24 年 11 月、12月にアンケート調査を実施し、その結果を分析した（(2-32、2-33)

参照）。ただし、一般にこの種の調査の方法は必ずしも確立しているわけではなく、また、修了生

もわずかであるので、今後とも引き続き、他大学の事例も参考にしながら、検証方法の実効性を

高めていくことが必要である。 

 

４．本研究科は、平成 22年４月に設置され、平成 23 年９月および平成 24年３月に最初の修了者

を送り出すことができた。これを機会に、教育目標の検証結果を改革・改善に繋げる仕組みとし

て、自己評価委員会を中心に全教員がかかわり、自己点検･評価に取り組んだ。開設から平成 23

年度終了までの２年間にわたる点検・評価の結果は、「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書」

にまとめられ、関係部署に印刷配布するとともに、本研究科ホームページに掲載している。今後

も、年次報告書として毎年作成することにしている。 
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２ 教育の内容・方法・成果等 
（１）教育課程等 
項目４：学位授与方針 

各経営系専門職大学院は、固有の目的に則して、学習成果を明らかにするため、学位授与方針

（ディプロマ･ポリシー）を立てることが必要である。 

＜評価の視点＞ 

2-1：学位授与方針は明文化され、学生に周知されていること。〔Ｆ群〕 

＜現状の説明＞ 

2-1 学位授与方針の明文化、学生への周知 

 

 本研究科の学位授与方針は、「経営研究科は、本研究科における体系的学習を通して、職業倫理、

専門的能力に加えて、社会環境の変化に対応できる思考能力、判断能力、指導力を身に付けた者

に、経営管理修士（専門職）、ヘルスケア・マネジメント修士（専門職）の学位を授与する。」で

ある。このポリシーに従い、コースごとに修了要件を設定している。 

ビジネスイノベーションコースの修了要件は、２年以上在学し、所定の科目について 45単位以

上を修得することである。また、地域イノベーションコース及び医療マネジメントコースの修了

要件は、１年６か月以上在学し、所定の科目について 36 単位以上を修得することである。各コー

スの必修科目および選択必修科目は図表８に示すとおりである。 

 

図表８ 経営研究科の修了要件（総単位数以外） 

ビジネスイノベーションコース 

 必要単位数 必修科目および選択必修科目 

基礎科目 16 単位以上 必修科目：経営職業倫理Ａ、Business English、基礎演習Ⅰ、基

礎演習Ⅱ 

選択必修科目：経営組織Ａ、マーケティングＡ、財務マネジメン

ト、マネジメント・サイエンス、経営情報システム論Ａ、経営

戦略コースワークより 10 単位以上 

発展科目 17 単位以上 必修科目：グローバル・コミュニケーションⅠ、グローバル・コ

ミュニケーションⅡ、グローバル・コミュニケーションⅢ 

応用実践科目 ６単位以上 必修科目：フィールドスタディⅠ、フィールドスタディⅡ、専

門演習 

地域イノベーションコース 

 必要単位数 必修科目および選択必修科目 

基礎科目 10 単位以上 必修科目：経営職業倫理Ｂ、基礎演習 

選択必修科目：経営戦略Ｂ、経営組織Ｂ、マーケティングＢ、

経営情報システム論Ｂ、財務会計Ｂ、ロジカルシンキングより

６単位以上 

発展科目 16 単位以上  

応用実践科目 ４単位以上 必修科目：フィールドスタディ、専門演習 

医療マネジメントコース 

 必要単位数 必修科目および選択必修科目 

基礎科目 10 単位以上 必修科目：医療倫理、基礎演習 

選択必修科目：経営戦略Ｂ，経営組織Ｂ，財務会計Ｂ、サービス

マーケティング、経営情報システム論Ｂより６単位以上 

発展科目 16 単位以上  

応用実践科目 ４単位以上 必修科目：フィールドスタディ、専門演習 
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また、学生が修士論文の作成を希望する場合は、基礎演習、外国文献研究、研究演習及び専門

演習において必要な研究指導を受けた上で、修士論文の審査および最終試験に合格することを修

了要件に加える。この修了要件は、次のように経営研究科履修規程第３条、第４条に規定されて

いる。また、「講義要目」に記載し、入学時のオリエンテーションおよびセメスターごとのガイダ

ンスで説明している。 

 

（修了要件） 

第３条 本研究科の修了要件は、第２項から第４項に示すコース別に定めるものとする。 

２ ビジネスイノベーションコースの修了要件は、次の各号の要件をすべて満たし、45 単位以上修得するものと

する。 

(1) 基礎演習Ⅰ及び基礎演習Ⅱ ２単位修得。 

(2) Business English 及び経営職業倫理Ａ ４単位修得。 

(3) 経営組織Ａ、マーケティングＡ、財務マネジメント、マネジメント・サイエンス、経営情報システム論Ａ、

経営戦略コースワークのうち 10 単位以上修得。 

(4) グローバル・コミュニケーションⅠ、グローバル・コミュニケーションⅡ及びグローバル・コミュニケーシ

ョンⅢ ３単位修得。 

(5）グローバル・コミュニケーションⅠ、Ⅱ及びⅢを除く、発展科目のうちから 14 単位以上修得。うち６単位ま

では他コースの発展科目を修了要件に含めることができる。 

(6) フィールドスタディⅠおよびフィールドスタディⅡ ４単位修得。 

(7) 専門演習 ２単位修得。 

３ 地域イノベーションコースの修了要件は、次の各号の要件をすべて満たし、36 単位以上修得するものとする。 

(1) 基礎演習 ２単位修得。 

(2) 経営職業倫理Ｂ ２単位修得。 

(3) 経営戦略Ｂ、経営組織Ｂ、マーケティングＢ、経営情報システム論Ｂ、財務会計Ｂ、ロジカルシンキングの

うちから６単位以上修得。 

(4) 発展科目のうちから 16 単位以上修得。うち８単位までは他コースの発展科目を修了要件に含めることができ

る。 

(5) フィールドスタディ ２単位修得。  

(6) 専門演習 ２単位修得。 

４ 医療マネジメントコースの修了要件は、次の各号の要件をすべて満たし、36 単位以上修得するものとする。 

(1) 基礎演習 ２単位修得。 

(2) 医療倫理 ２単位修得。 

(3) 経営戦略Ｂ、経営組織Ｂ、財務会計Ｂ、サービスマーケティング、経営情報システム論Ｂ、のうちから６単

位以上修得。 

(4) 発展科目のうちから 16 単位以上修得。うち８単位までは他コースの発展科目を修了要件に含めることができ

る。 

(5) フィールドスタディ ２単位修得。 

(6) 専門演習 ２単位修得。 

５ 外国文献研究、専門文献研究、経営特論Ⅰ、経営特論Ⅱ及び研究演習を履修したときは、これを修了要件に

含めることはできない。 

６ 外国文献研究、専門文献研究、経営特論Ⅰ、経営特論Ⅱ及び研究演習は、規則第６条第２項に規定する単位

数には含まない。 

７ 特に、博士後期課程への進学を希望する学生は修士論文を作成することができる。 
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８ 学生が修士論文の作成を希望する場合は、第２項から第４項に示す要件に加えて、研究演習及び、ビジネス

イノベーションコースにあっては外国文献研究、地域イノベーションコース及び医療マネジメントコースにあ

っては専門文献研究の単位を修得し、２年以上必要な研究指導を受けた上で、修士論文の審査及び最終試験に

合格することを必要とする。 

９ 前項の規定の適用を学生が希望する旨を指定する期日までに申し出たときは、研究科長は、教授会の議を経

てこれを許可することができる。 

10 前項の許可を受けた学生は、許可の取り下げを希望するときは、指定する期日までに研究科長の許可を得な

ければならない。 

（修士論文） 

第４条 第３条第９項の許可を受け所定の期間在学した学生は、修士論文を提出することができる。 

２ 修士論文を提出しようとする者は、第３条第８項に規定する単位を修得しなければならない。 

３ 第３条第８項の許可を受けた者の修士論文の提出の期限、審査の方法その他学位の授与に関する事項は、学

位規程（平成 16 年兵庫県立大学規程第 37 号）を準用する。 

４ 修士論文の評価は、合格又は不合格をもって表す。 

（最終試験） 

５ 第３条第８項に規定する最終試験は、所定の単位を修得し、第１項に規定する修士論文を提出した者につい

て行う。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「修業年限および修了要件」（８頁） 

・添付資料 1-1：「経営研究科履修規程」（59頁～61 頁） 

・添付資料 2-8：「新入生オリエンテーション資料（教務関係）」 

・「経営研究科学位授与方針：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/policy.htm」 

（平成 25年度から講義要目に掲載） 

 

 

項目５：教育課程の編成 

各経営系専門職大学院は、専門職学位の水準を維持するため、教育課程を適切に編成・管理す

ることが必要である。 

教育課程の編成にあたっては、経営系専門職大学院に課せられた基本的な使命（mission）を果

たすためにも、学位授与方針を踏まえて、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）

を立てることが必要である。また、その方針に基づき、理論と実務の架橋教育である点に留意し、

社会からの要請に応え、高い職業倫理観とグローバルな視野をもった人材の養成に配慮すること

が求められる。さらに、それぞれの固有の目的を実現するために必要な科目を経営系各分野に応

じて、系統的・段階的に履修できるようバランスよく配置することが必要である。そのうえで、

特色の伸長のために創意工夫を図ることが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

2-2：理論と実務の架橋教育である点に留意した教育課程の編成・実施方針を立て、次に掲げる事項を踏まえた体

系的な編成になっていること。（「専門職」第６条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

（１）経営系専門職大学院に課せられた基本的な使命である、企業やその他の組織のマネジメントに必要

な専門知識（戦略、組織、マーケティング、ファイナンス、会計など）、思考力、分析力、コミュニケー
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ション力等を修得させ、高い職業倫理観とグローバルな視野をもった人材を養成する観点から適切に編成

されていること。 

（２）経営系各分野の人材養成の基盤となる科目、周辺領域の知識や広い視野を涵養する科目、先端知識

を学ぶ科目等が適切に配置されていること。 

（３）学生による履修が系統的・段階的に行われるよう適切に配慮されていること。 

2-3：社会からの要請、学術の発展動向、学生の多様なニーズ等に対応した教育課程の編成に配慮していること。

〔Ｆ群〕 

2-4：固有の目的に即して、どのような特色ある科目を配置しているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

2-2 「理論と実践の融合」教育である点に留意した教育課程の編成・実施方針 

 

 本研究科の教育課程の編成・実施方針は「経営研究科は、理論に裏打ちされた実践能力を有し

た経営プロフェッショナルの養成を目指しており、これを実現するため、「ビジネスづくり」教育

を志向したカリキュラムを編成する。経営の理論教育およびフィールド（経営の現場）で学ぶ経

営実践教育を重視し、各種組織団体との連携により理論と実践の融合を実現する。授業科目は、

基礎的知識を提供する「基礎科目」、現実の経営現象を科学的に検証・理解するために必要な分析

ツールあるいは最新の専門的知識や技能を修得するための「発展科目」、コンサルティング・プロ

ジェクトを通じて実践的な問題解決能力を養う「応用実践科目」に分けられ、段階的学習を可能

にする。」である。とりわけ、本研究科が重視する、「理論と実践の融合」について、本研究科で

は、多様な連携先との協力関係をもとに、経営の現場であるフィールドでの調査・分析・診断・

助言・戦略策定など、「体験を通じた学習」を展開している。また、ビジネスイノベーションコー

スでは、国際的に活躍できるビジネスパーソンの育成のために、国際的に活躍する企業へのイン

ターンシップを実施し、国際感覚豊かな人材を育成する科目も開設している。 

本研究科のカリキュラム体系を図表９に示す。図表中に示すように、本研究科の授業科目は、

その性格から、「基礎科目」「発展科目」「応用実践科目」に分けられ、おおむね基礎科目、発展科

目、応用実践科目の順に履修するような時間割構成になっている。ここで基礎科目は経営専門職

業人に必要とされる基礎的知識を提供する授業科目及び基礎演習である。発展科目は現実の経営

現象を科学的に検証・理解するために必要な分析ツールとなる授業科目と、高度専門職業人とし

て身につけておくべき経営学領域における最新の専門的知識や技能を修得するための授業科目と

からなる。応用実践科目は実践的な問題解決能力を身につけるとともに、実務に適用し実践でき

る高度専門職業人としての能力を養うための授業科目及び専門演習である。 
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図表９ 本研究科のカリキュラム体系（平成 24年度） 

配当 配当

年次 必修 選択 年次 必修 選択

基 経営組織Ａ １ ２ 基 経営戦略Ｂ １ ２

マーケティングＡ １ ２ 経営組織Ｂ １ ２

礎 財務マネジメント １ ２ 礎 マーケティングＢ １ ２

マネジメント・サイエンス １ ２ 経営情報システム論Ｂ １ ２

科 経営情報システム論Ａ １ ２ 科 財務会計Ｂ １ ２

経営戦略コースワーク １ ２ ロジカルシンキング １ ３

目 経営職業倫理Ａ １ ２ 目 経営職業倫理Ｂ １・２ ２

Business English １ ２ 基礎演習 １ ２

基礎演習Ⅰ １ １ 発 国際経営Ｂ １・２ ２

基礎演習Ⅱ １ １ イノベーション論Ｂ １・２ ２

発 グローバル・コミュニケーションⅠ １ １ 展 生産マネジメントＢ １・２ ２

グローバル・コミュニケーションⅡ １ １ 生産イノベーション １・２ ２

展 グローバル・コミュニケーションⅢ ２ １ 科 人的資源マネジメントＢ １・２ ２

国際経営Ａ １・２ ２ 戦略マーケティング論Ｂ １・２ ２

科 国際会計 １・２ ２ 目 戦略財務マネジメント １・２ ２

国際マーケティング １・２ ２ 戦略評価論 １・２ ２

目 国際関係 １・２ ２ ビジネスモデル論Ｂ １・２ ２

経営戦略Ａ １・２ ２ 中小企業経営革新論Ｂ １・２ ２

イノベーション論Ａ １・２ ２ 地域マネジメント １・２ ２

生産マネジメントＡ １・２ ２ 地域産業論Ｂ １・２ ２

人的資源マネジメントＡ １・２ ２ ソーシャル・イノベーションＢ １・２ ２

戦略マーケティング論Ａ １・２ ２ 経営統計Ｂ １・２ ２

財務会計Ａ １・２ ２ ビジネスエコノミクス １・２ ２

経営分析 １・２ ２ ビジネス法務 １・２ ２

管理会計 １・２ ２ ＩＴビジネス開発論 １・２ ２

公会計概論 １・２ ２ 店舗運営管理コースワーク １・２ １

ビジネスモデル論Ａ １・２ ２ 経営戦略ケーススタディ（企業経営）Ｂ １・２ ２

中小企業経営革新論Ａ １・２ ２ 専門文献研究 ２ ２

地域産業論Ａ １・２ ２ 経営特論Ⅰ ２ ２

ソーシャル・イノベーションＡ １・２ ２ 経営特論Ⅱ ２ ２

経営統計Ａ １・２ ２ 応 フィールドスタディ １ ２

統計学 １・２ ２ 用 経営診断実習（流通業） １ ２

知識経営情報システム １・２ ２ 実 経営診断実習（製造業） １ ２

意思決定モデリング １・２ ２ 践 経営戦略・経営計画策定実習Ⅰ ２ ２

企業法 １・２ ２ 科 経営戦略・経営計画策定実習Ⅱ ２ ２

民法Ⅰ １・２ ２ 目 経営総合ソリューション実習 ２ ３

民法Ⅱ １・２ ２ 専門演習 ２ ２

ミクロ経済学 １・２ ２ 研究演習 ２ ２

マクロ経済学 １・２ ２

財政学 １・２ ２

行政法 １・２ ２

ニューパブリック・マネジメント １・２ ２

経営戦略ケーススタディ（企業経営）Ａ １・２ ２ 配当

外国文献研究 １ ２ 年次 必修 選択

経営特論Ⅰ ２ ２ 基 経営戦略Ｂ １ ２

経営特論Ⅱ ２ ２ 経営組織Ｂ １ ２

フィールドスタディⅠ ２ ２ 礎 財務会計Ｂ １ ２

フィールドスタディⅡ ２ ２ サービスマーケティング １・２ ２

専門演習 ２ ２ 科 経営情報システム論Ｂ １・２ ２

研究演習 ２ ２ 医療倫理 １・２ ２

目 基礎演習 １ ２

発 財務分析 １・２ ２

戦略評価論 １・２ ２

展 医療制度論 １・２ ２

医療関係法規 １・２ ２

科 医療ファイナンス １・２ ２

病院サービス・マネジメント １・２ ２

目 病院運営管理論 １・２ ２

病院原価計算 １・２ ２

マーケティングＢ １・２ ２

公営企業会計 １・２ ２

ソーシャル・イノベーションＢ １・２ ２

ビジネスエコノミクス １・２ ２

ビジネス法務 １・２ ２

ビジネスモデル論Ｂ １・２ ２

パブリック・マネジメント １・２ ２

経営統計Ｂ １・２ ２

人的資源管理コースワーク １・２ ２

経営戦略ケーススタディ（病院経営） １・２ ２

専門文献研究 ２ ２

経営特論Ⅰ ２ ２

経営特論Ⅱ ２ ２

フィールドスタディ １ ２

専門演習 ２ ２

研究演習 ２ ２

１４単位以
上修得。
（ただし、
他コースの
発展科目か
ら６単位ま
で含めるこ
とができ
る。）

１６単位以
上修得。
（ただし、
他コースの
発展科目か
ら８単位ま
で含めるこ
とができ
る。）

１６単位以
上修得。
（ただし、
他コースの
発展科目か
ら８単位ま
で含めるこ
とができ
る。）

応 用
実 践
科目

修　了　所　要　単　位
３６単位以

上

応用
実践
科目

修　了　所　要　単　位
４５単位以

上

カリキュラム体系（医療マネジメントコース）

区分 授業科目の名称
単位数

備　　考

６単位以上
修得。

修　了　所　要　単　位
３６単位以

上

１０単位以
上修得。

６単位以上
修得。

カリキュラム体系（ビジネスイノベーションコース） カリキュラム体系（地域イノベーションコース）

区分 授業科目の名称
単位数

備　　考 区分 授業科目の名称
単位数

備　　考
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本研究科では、すべての授業科目において、学生が修得した知識を実践の場に置き換えた時に、

どのように応用展開できるのか、ということを重視している。したがって、フィールドスタディ

はもちろんのこと、講義科目においてもケース討論を織り交ぜながら、知識として学んだ理論が

経営の実践の場でどのように機能しているのか、していないのか、機能していないとすれば、そ

れはなぜか、どのようにすれば、効率的・効果的な経営が実践できるようになるのか、こうした

諸点を深く議論しながら、知識を学生自らの気づきを通じた｢知｣として修得できるよう配慮して

いる。また、論理的思考力を身につけることを目的として、少人数で行う基礎演習を設けている。

基礎演習（１年次）では、ロジカルシンキングの思考方式を修得するとともに、コミュニケーシ

ョン能力を養成するために、プレゼンテーション、質疑応答および討論を通じた双方向・多方向

的な授業を行っている。同様に論理的思考力を鍛える総仕上げとして、２年次向け科目として専

門演習を設けている。専門演習では、学生が自ら見出した経営課題に対して、アカデミックな分 

析アプローチをとりながら論文を作成し、それらは『商大ビジネスレビュー』（(2-32、2-33)参

照）に掲載される。 

本来、専門職大学院は、研究者養成機関ではなく、従来のような修士論文の作成を修了要件と

はしていない。しかし、研究者養成であれ、高度専門職業人養成であれ、各人が抱える問題の解

決に向けて論理的思考が求められていることに変わりはなく、その論理的思考のプロセスを文章

化（論文）する能力も必須の能力であると考えている。そこでいずれのコースにおいても、修了

予定年度の最後に設けられている専門演習において、大学院生各自が取り上げた問題テーマに対

して、分析を施し考察を加えて論文としてまとめることを推奨している。 

また、高い倫理観を身につけた専門職業人を育成するため、ビジネスイノベーションコースと

地域イノベーションコースにおいては「経営職業倫理」を、医療マネジメントコースにおいては

「医療倫理」をそれぞれ必修科目として配置し、さまざまな状況におけるビジネスリーダーとし

ての倫理的行動について深く思考できる科目を提供している。 

さらに、ビジネスイノベーションコースでは国際的視野を持った人材を育成するため、「フィー

ルドスタディⅡ」において海外フィールドスタディを実施し、異文化環境における企業経営の現

場に身を置く機会を与えている。海外フィールドスタディでは、平成 23 年度にタイとインドの２

カ国に各６名の学生を、平成 24 年度にフィリピンとインドの２カ国に４名と５名の学生を、それ

ぞれ現地で活躍する日系企業２社に派遣した。タイとフィリピンは株式会社村元工作所（本社：

神戸市）のタイ事業所 METCO２、フィリピン事業所 MAPLE が、インドは新田ゼラチン株式会社（本

社：大阪市）のインド事業所 Nitta Gelatin India Limited(NGIL)が受入れ先となった。タイと

フィリピンでは生産ラインの現場に学生たちは研修期間中ほぼ終日張りつき、同社が展開する「一

貫同期生産」の流れと仕組みを理解した上で、学生たちが現場から得た情報をもとに、彼らの考

える改善提案をまとめ、それを研修最終日に現地経営トップに対して英語でプレゼンを行った。

インドでは、NGIL の各担当部門責任者が自らの職務内容を解説しながら、事業運営上の経営問題

について多数のケーススタディを交えながら学生たちと議論を行った。インドでは経営現地化が

進んでおり、日本人駐在員は１名のみで、あとは全員がインド人であるため、研修は 100％英語

のみで実施された。タイとフィリピンでは、インドほどの英語使用率ではないものの、現地人ス

タッフとは英語を介してコミュニケーションをとった。両年度とも、それぞれの研修先国では現

地の経営系の大学・大学院（ビジネススクール）で学生交流会や講義受講の機会をもった。それ

らはすべて英語で実施された。なお、担当教員による海外インターンシップの報告書を次のとお
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り刊行した： 

・梅野巨利、山口隆英(2011)「海外インターンを通じた「グローバル人材」教育の実施と課題」

『研究資料』No.235、兵庫県立大学政策科学研究所。 

・梅野巨利、山口隆英(2012)「進化する海外企業研修－大学院経営研究科第 2 回海外企業研修の

実施と課題－」『研究資料』No.249、兵庫県立大学政策科学研究所。 

これらの海外インターンフィールドスタディの事前準備の一環として、国際ビジネスの共通言

語である英語の運用能力を高めるため、ビジネスイノベーションコースでは「グローバル・コミ

ュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ」を開講し、学生のコミュニケーション能力の向上を図れるよう配慮

している。 

地域イノベーションコースならびに中小企業診断士登録養成課程では、「経営戦略ケーススタデ

ィ（企業経営）」を開講し、神戸・阪神地域に存立しているグローバル企業を中心に、各企業の経

営戦略、マーケティング、ものづくり、人的資源管理などの企業経営課題について、各企業でマ

ネジメントおよびグローバル展開の経験のある第一線で活躍した社長経験者を含めた幹部社員が、

事例を検証することで「実践経営学」を柱に実際の企業経営について講義を行っている。講義で

は、企業の経営環境で生起する具体的事例について、自らの頭で考え、自らの力で解決する能力

を養成するために、ディベート、事例研究等、学生参加型の授業方法を展開している。平成 22年

度、23 年度に取り上げた企業は、パナソニック株式会社と株式会社神戸製鋼所である。平成 24

年度はこれらに加えて住友精密工業株式会社を取り上げた。さらに「ビジネスモデル論Ｂ」では、

中小企業診断士登録養成課程における最終必修科目として、平成 23年度は兵庫県内の優良中小企

業４社（近畿タクシー株式会社、株式会社ユーシステム、株式会社イーエスプランニング、有限

会社プロシード）の経営者を、24年度は同じく優良中小企業４社（ラッキーベル株式会社、有限

会社共立サービス、株式会社トライス、いのうえ株式会社）の経営者を招聘し、厳しい経済状況

の中でも存立基盤を強化し、成長している中小企業の理念、戦略を中心に講義を行った。 

医療マネジメントコースでは、「経営戦略ケーススタディ（病院経営）」「フィールドスタディ」

において現場実践型の教育を行っている。現地訪問した病院数は、平成 22 年度４病院（所在地：

北九州市、倉敷市、神戸市）、平成 23 年度６病院（所在地：北九州市、倉敷市、姫路市、大阪市、

福井市）、平成 24 年度４病院（所在地：北九州市、倉敷市、大阪市、福井市）である。公立病院

や民間病院、また、急性期病院やリハビリテーション病院など、様々なケースを対象として選ん

でいる。現地の病院を訪問するに際しては、事前にインターネット等により利用可能な情報を収

集し、事前調査分析を行い、質問すべき項目を整理する。そして当日は、病院事業管理者（病院

によっても異なるが、理事長、院長、事務局長、看護部長など）から、当該病院の事業内容を財

務データも交えて説明してもらい、続いて、病院内の施設見学を行う。その後、各自で用意して

きた質問項目を交えながら、当該病院経営に係る種々の項目について意見交換を行う。そして、

そこでの知見等を持ち帰って、講義の中で、さらに経営内容に関する分析を行い、グループディ

スカッションを重ねて経営課題を抽出・明確化し、今後取るべき戦略案を検討する。そして最終

的に、訪問した病院事業担当者を講師として招聘し、作成したレポートを発表し、その講評を頂

いている。 
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2-3 社会からの要請、学術の発展動向、学生の多様なニーズ等に対応した教育課程の編成 

 

本研究科は経営専門職業人の養成を目的としているが、実際、学生のキャリアプランは多様で

ある。そこで、履修指導において、キャリアプラン別履修モデルを学生に提示している。それは、

①グローバル企業で活躍できるビジネスパーソン、②自らのビジネスアイデアを実現できるアン

トレプレナー、③研究機関やシンクタンク等で活躍する研究員、④地域イノベーションの担い手

となる経営者、⑤高度な経営理論を備えた中小企業診断士、⑥高度なマネジメント手法を身につ

けた医療機関等の次世代管理者、を想定した履修モデルである（①②③はビジネスイノベーショ

ンコース、④⑤は地域イノベーションコース、⑥は医療マネジメントコース）。 

また、すべてのフィールドスタディ系科目において学外研修（課題解決型「コンサルティング・

プロジェクト」）を実施している。過去実施した研修機関は、企業、医療法人、社会福祉法人、と

多様であり、学生の多様なキャリアプランに合うようにしている。また、国際的な舞台で活躍を

望むビジネスイノベーションコースの学生に対しては、英語の実践的運用能力を向上させるため、

平成 22 年度と 23 年度に、集中講義を夏期と冬期に開設し、平成 24 年度からは正規の必修科目と

して「グローバル・コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ」を開講した。それは国際的人材の育成が急

務となっているわが国企業の社会的要請にも応えた教育科目の編成となっている。中小企業診断

士養成課程の設置も、高度かつ最新の経営理論を兼ね備えた中小企業診断士の育成という社会か

らの要請に応えるものになっている。 

これらの教育課程の編成に加えて、本研究科では学生の多様なニーズをくみ上げるために、全

コースの学生代表と研究科長、教務委員長、学生生活委員長ほか執行部関係者との間で意見交換

会を開催し、授業内容、授業方法、学内施設・設備環境等の諸側面について、学生たちの忌憚の

ない意見や要望を聴取し、可能な限り学生たちのニーズに応えるよう迅速な対応を心がけている。 

 

2-4 固有の目的に即した、特色ある科目配置 

 

 現場（フィールド）を重視した実践経営学（図表３）を実施するため、本研究科ではコースご

と、次のような特色ある科目を配置している。 

まずビジネスイノベーションコースにおいては、国際的な企業で活躍できるビジネスパーソン

を育成するため、「フィールドスタディⅡ」において海外フィールドスタディを実施している。ま

たその準備段階として、国際ビジネスにおける基礎的能力である英語運用能力のレベルアップを

図るため、外部講師を招いて英語の実践能力を高めるための英語特別集中講座を本コース開設当

初より開催してきたが、平成 24 年度からはそれらを正規の発展科目「グローバル・コミュニケー

ションⅠ、Ⅱ、Ⅲ」として単位化した。地域イノベーションコースにおいては、経営における理

論と実践のつながりに関する深い理解を得るため、「経営戦略ケーススタディ（企業経営）」を開

講し、第一線で活躍する企業経営者・管理者による事例題材提供と学生との議論を経ながら、実

践経営学を学んでいる。医療マネジメントコースにおいては、「フィールドスタディ」において、

公立病院や民間病院、また、急性期病院やリハビリテーション病院など、様々なケースを対象に、

経営状況分析を行うとともに、経営課題を明確化し今後取るべき戦略を提案する授業を必修科目

として設置している。 

このようにコースごとの特性に合わせながらも、「理論の実践を融合」を主眼に経営教育を行い
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うる科目配置をとっている。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「カリキュラム体系」（10 頁～12頁） 

・添付資料 1-1：「キャリアプラン別履修モデル」（24 頁～25頁） 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学大学院経営研究科規則」（53頁～58 頁） 

・添付資料 2-3：「研究資料 海外インターンシップを通じた「グローバル人材」教育の実施と課

題（2011 年 11 月）」 

・添付資料 2-3：「研究資料 進化する海外企業研修－大学院経営研究科第 2回海外企業研修の実

施と課題－（2012 年 11 月）」 

・「経営研究科教育課程の編成・実施方針：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/policy.htm」 

（平成 25年度から講義要目に掲載） 

 

 

項目６：単位の認定、課程の修了等 

各経営系専門職大学院は、関連法令に沿って学習量を考慮した適切な単位を設定し、学生がバ

ランスよく履修するための措置をとらなければならない。 

単位の認定、課程の修了認定、在学期間の短縮にあたっては、公正性・厳格性を担保するため、

学生に対してあらかじめ明示した基準・方法に基づきこれを行う必要がある。また、授与する学

位には、経営系各分野の特性や教育内容に合致する名称を付すことが求められる。 

＜評価の視点＞ 

2-5：授業科目の特徴、内容、履修形態、その履修のために要する学生の学習時間（教室外の準備学習・復習を含

む。）等を考慮して、適切な単位が設定されていること。（「大学」第21条、第22条、第23条）〔Ｌ群〕 

2-6：各年次にわたって授業科目をバランスよく履修させるため、学生が年間又は各学期に履修登録できる単位数

の上限が設定されていること。（「専門職」第12条）〔Ｌ群〕 

2-7：学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位や当該経営系専門職大学院に入学前に修

得した単位を、当該経営系専門職大学院で修得した単位として認定する場合、法令上の規定に沿って、当該

経営系専門職大学院の教育水準・教育課程との一体性を損なわないよう十分に留意した方法で行われている

こと。（「専門職」第13条、第14条）〔Ｌ群〕 

2-8：課程の修了認定に必要な在学期間・修得単位数が、法令上の規定に沿って適切に設定されていること。（「専

門職」第２条第２項、第３条、第15条）〔Ｌ群〕 

2-9：課程の修了認定の基準・方法が、学生に周知されていること。（「専門職」第 10 条第２項） 

2-10：在学期間の短縮を行っている場合、法令上の規定に沿って設定されていること。また、その場合、固有の

目的に照らして十分な成果が得られるよう配慮がなされていること。（「専門職」第16条）〔Ｌ群〕 

2-11：在学期間の短縮を行っている場合、その基準・方法が、学生に対して学則等を通じてあらかじめ明示され

ていること。また、明示された基準・方法は、公正かつ厳格に運用されていること。〔Ｆ群〕 

2-12：授与する学位には、経営系各分野の特性や教育内容に合致する適切な名称が付されていること。（「学位

規則」第５条の２、第 10 条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

＜現状の説明＞ 
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2-5 授業科目の履修のために要する学生の学習時間等を考慮した単位設定 

 

本研究科で開講される授業の時間について、経営研究科規則第３条第２項において、次のよう

に定めている。応用実践科目のうちフィールドスタディ科目においては、授業の一部で学外研修

（課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」）を実施しており、演習科目として１科目２単

位設定としている。 

 

（授業科目及び単位数） 

第３条 本研究科の授業科目及び単位数その他履修に関する事項については、別表第１のとおりとする。 

２ 授業科目の種別及び授業時間数等は次のとおりとする。 

(1) 講義及び演習については、15 時間の授業をもって１単位とする。 

(2) 実習及び実技については、30 時間の授業をもって１単位とする。 

(3) 一の授業科目について、講義、演習、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、

その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準をもって１単位とする。 

３ 各年度の開講科目名、授業時間数は学年の始めに告示する。 

  

２単位の科目については、ビジネスイノベーションコースにおいては週１時限授業を 16週、土

曜主コース（地域イノベーションコース、医療マネジメントコース）においては週２時限連続授

業を８週あるいは週４時限連続授業を４週実施することを原則としている。 

 

2-6 年間又は各学期に履修登録できる単位数の上限設定 

 

学生が「各学年において、履修科目の届出を行うことのできる単位数は原則として 32単位以内」

である（経営研究科規則第６条第２項）。前期と後期のそれぞれ開始時に開催している履修指導で

は、学生に対して前期・後期ともバランスよく科目を履修するよう指導している。 

 

2-7 既修得単位の認定 

 

他大学院における授業科目の履修等について、兵庫県立大学大学院学則第 11条において、また、

入学前の既修得単位の認定について、兵庫県立大学大学院学則第 15条において、次のように定め

ている。これは、専門職大学院設置基準に沿ったものである。また、このことは、「講義要目」に

記載し、入学時のオリエンテーションで説明している。 

 

（他大学院における授業科目の履修等） 

第 11 条 研究科長は、教育上有益と認めるときは、他の大学院（外国の大学院を含む。以下同じ。）と本大学院

との協議に基づき、教授会等の議を経て、学生に当該大学院の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により、学生が、履修した授業科目について修得した単位は、10 単位を超えない範囲で本大学院

における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、専門職学位課程においては、当該

研究科が修了要件として定める単位数の二分の一を超えない範囲とする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 15 条 研究科長は、教育上有益と認めるときは、教授会等の議を経て、学生が、本大学院に入学する前に他の
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大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を本大学院

に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項により修得したものとみなす単位数は、第 11 条第２項の規定により本大学院において修得したものとみ

なす単位数と合わせて 10 単位を超えないものとする。ただし、専門職学位課程においては、当該研究科が修了要

件として定める単位数の二分の一を超えないものとする。 

 

 なお、具体的な手続として、入学前の既修得単位の認定を希望する学生には、既修得単位認定

願に本研究科において認定を希望する科目名およびその科目に該当する既修得科目名を記載し、

それにその既修得科目が修得済みであることを証明する書類（成績証明書）およびその科目のシ

ラバスを添えて提出させ、教務委員会が提出された書類の審査を行うとともに、その詳細につい

て確認を行うべく、原則として、認定希望科目担当者の出席のもとに面接を行っている（教務委

員会申し合わせ）。学生が他の研究科の授業科目を履修しようとするときは、研究科長の許可を得

なければならないことになっている。 

 

2-8 在学期間・修得単位数の設定 

 

本研究科の標準修業年限は、ビジネスイノベーションコースは２年、地域イノベーションコー

ス及び医療マネジメントコースは１年６か月である。そして、本研究科の課程修了の要件は、必

修科目および選択必修科目の単位数を満たした上で、ビジネスイノベーションコースは合計 45単

位以上を、地域イノベーションコース及び医療マネジメントコースは合計 36単位を修得すること

である（経営研究科履修規程第３条）。これは、専門職大学院設置基準（２年又は１年以上２年未

満在学・30 単位以上の修得）に照らして適正である。経営研究科の修了要件（総単位数以外）は

図表８のとおりである。 

また、学生が「各学年において、履修科目の届出を行うことのできる単位数は原則として 32単

位以内」である（経営研究科規則第６条第２項）。これは、学生がこの上限で履修したとしても、

負担が過重にならないように配慮したものであると同時に、修了要件の２年 45単位、１年６か月

36 単位を基準としても妥当なものである。 

 

（履修願の届出） 

第６条 学生は、履修しようとする授業科目については、毎学年の所定の期日までに履修登録を行わなければな

らない。 

２ 各学年において、履修科目の届出を行うことのできる単位数は原則として 32 単位以内とする。 

３ 学生は、履修科目の届出をした授業科目でなければ試験を受けることができない。 

４ 提出期限後の履修は原則として認められない。ただし、特別の理由があるときには当該科目担当教員の承認

を得て教授会に変更を願い出ることができる。 

５ 開講科目、授業時間割等が中途変更された場合はその都度、履修科目の届出の変更を認める。 

 

2-9 課程の修了認定の基準・方法の学生への周知 

 

本研究科では、授業科目の性格に応じて到達目標を定め、次のように講義要目に掲載している。 
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基 礎 科 目 ：

発 展 科 目 ：

応用実践科目：

原理的・理論的な性格が強く、経営専門職業人に必要とされる基礎的知識を提供する授業科目で

す。経営学領域の基礎的知識を身に付けることを到達目標とします。 

現実の経営現象を科学的に検証・理解するために必要な分析ツールとなる授業科目と、高度専門

職業人として身につけておくべき経営学領域における最新の専門的知識や技能を修得するための

授業かもくとからなります。基本科目と比べて、より高度な専門的知識や技能を修得することを

到達目標とします。 

実践的な問題解決能力を身につけるとともに、実務に適用し実践できる高度専門職業人としての

能力を養うための授業科目および専門演習です。最先端の専門的知識や技能を修得することを到

達目標とします。 

 

それぞれの授業科目については、成績評価基準をシラバスに公表するとともに、担当教員が学

生に十分な情報を提供している。原則として、講義科目は期末試験を実施し、演習科目はレポー

ト等によって評価している。 

また、専門職大学院は学位論文を修了要件とはしないが、修士論文の作成を希望する学生には

その提出を許可し、「第２項から第４項に示す要件に加えて、研究演習及び、ビジネスイノベーシ

ョンコースにあっては外国文献研究、地域イノベーションコース及び医療マネジメントコースに

あっては専門文献研究の単位を修得し、２年以上必要な研究指導を受けた上で、修士論文の審査

及び最終試験に合格する」ことを修了要件に加えるものとしている（経営研究科履修規程第３条、

第４条）。 

 

2-10 在学期間の短縮の設定 

 

入学前の既修得単位の認定について、兵庫県立大学大学院学則第 15条において、在学期間に短

縮について、兵庫県立大学大学院学則第 25条の２第２項において、それぞれ次のように規定して

いる。これは、専門職大学院設置基準に沿ったものである。 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 15 条 研究科長は、教育上有益と認めるときは、教授会等の議を経て、学生が、本大学院に入学する前に他の

大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を本大学院

に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項により修得したものとみなす単位数は、第 11 条第２項の規定により本大学院において修得したものとみ

なす単位数と合わせて 10 単位を超えないものとする。ただし、専門職学位課程においては、当該研究科が修了要

件として定める単位数の二分の一を超えないものとする。 

（専門職学位課程の修了要件） 

第 25 条の２ 専門職学位課程の修了には、当該課程に２年（２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は

学生の履修上の区分にあっては、当該修業年限）以上在学し、研究科規則その他の規程の定めるところにより、

所定の授業科目を修得することを必要とする。 

２ 専門職学位課程においては、第 15 条第１項の規定により本大学院に入学する前に修得した単位を本大学院に

おいて修得したものとみなされる場合であって当該単位の修得により教育課程の一部を履修したと認められる者

については、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案し、当該課程に１年以上在学すれば足りるものと
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する。 

 

2-11 在学期間の短縮の周知 

 

既修得単位の認定および在学期間の短縮について、「講義要目」に記載し、入学時のオリエンテ

ーションで説明している。なお、在学期間の短縮を行った事例はまだない。 

 

2-12 授与する学位名称 

 

本研究科は、「高度で専門的な職業能力を有する経営専門職業人の育成」という教育目的を実現

するために、本研究科が授与する「経営管理修士（専門職）（Master of Business Administration）」、

「ヘルスケア・マネジメント修士（専門職）（Master of Healthcare Management）」の学位に相応

しい教育課程を用意している。本研究科では教育の柱となる領域を「経営学・ビジネス関係」、「会

計・財務マネジメント関係」、「マーケティング関係」、「経営科学・情報・統計関係」、「中小企業･

地域経済関係」、「医療マネジメント関係」、「経営診断実務関係」の６つに定め、それぞれの領域

において経営専門職業人にとって必要な最新かつ高度に専門的な知識を身につけることができる

よう科目の開設がなされている。授業科目は、基礎科目、発展科目、応用実践科目に分けられ、

学生の履修が系統的・段階的に行えるようにしている。そして、その性格に応じて到達目標を定

め、学生に明示している。また、職業倫理を重視し、「経営職業倫理」、「医療倫理」を必修科目と

して配置するとともに、応用実践科目として「フィールドスタディ」を配置して、理論教育と実

務教育の架橋を図ることを意図している。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「カリキュラムの構成」（７頁） 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学大学院学則」（35頁～39 頁） 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学大学院経営研究科規則」（53頁～58 頁） 

・添付資料 1-1：「経営研究科履修規程」（59頁～61 頁） 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学学位規程」（40 頁～47頁） 

・添付資料 1-4：「研究科の設置の趣旨等を記載した書類」 

・添付資料 2-1：「兵庫県立大学大学院経営研究科平成 24 年度授業時間割」 

 

 

（２）教育方法等 
項目７：履修指導、学習相談 

各経営系専門職大学院は、入学前における学生の経験や修得知識の多様性を踏まえた履修指導

体制を整備するとともに、学生の学習意欲を一層促進する適切な履修指導、学習相談を行うこと

が必要である。また、履修指導、学習相談においては、固有の目的に即した取組みを実施し、特

色の伸長に努めることが望ましい。 

なお、インターンシップ等を実施する場合、守秘義務に関する仕組みを規程等で明文化し、か
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つ、適切な指導を行うことが必要である。 

＜評価の視点＞ 

2-13：学生に対する履修指導、学習相談が学生の多様性（学修歴や実務経験の有無等）を踏まえて適切に行われ

ていること。〔Ｆ群〕 

2-14：インターンシップ等を実施する場合、守秘義務等に関する仕組みが規程等で明文化され、かつ、適切な指

導が行われていること。〔Ｆ群〕 

2-15：固有の目的に即して、どのような特色ある取組みを履修指導、学習相談において行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

2-13 学生に対する履修指導、学習相談の充実 

 

経営系専門職大学院基準（平成 24 年１月改定）によると、経営専門職大学院には、その使命と

して、「優れたマネジャー、ビジネスパーソンの育成を基本とし、企業やその他の組織のマネジメ

ントに必要な専門的知識を身につけ、高い職業的倫理観とグローバルな視野をもった人材の養成」

が掲げられている。この主旨を実現するために、「事例研究、現地調査、双方向・多方向に行われ

る討論や質疑応答」など、実践的な教育を行うことのできる教育方法が求められる。上記の趣旨

に基づき、(1-2)で示した①～⑥の育てる人材像を実現すべく、以下の点を重視しつつ教育を進め

ている。 

すなわち、①大企業・中小企業・商工団体等との連携を通じた「ビジネスづくり」教育を志向

し、経営の「理論と実践の融合」化を図ること、②フィールドを取り入れた経営実践教育を重視

し、積極的にケースメソッドを利用し、多角的な分析力や意思決定力を有したビジネスリーダー

の育成に取り組むこと、③日本経済・地域経済の発展を考え、大企業に加えて地域経済を支える

中小企業の活性化は不可欠であるとの認識から、連携を通じた教育を進めること、を柱に教育水

準を定めている。これらの内容に照らして授与する学位の水準を維持することに努めている。 

以上の教育を行うにあたっては、以下の点に留意しながら進めている。毎年度４月に、修了後

に目指す専門職を記載した学生カードを提出させ、各コース別で基礎演習、フィールド･スタディ、

中小企業診断実習、専門演習を担当する教員（以下、各コース別担当教員）が、修了後の進路を

視野に入れた履修設計やキャリアプランの指導を行っている。なお、履修指導の指針とするため、

育てる人材像に応じた各コース別のキャリアプラン別履修モデルを学生に提示している。履修に

関して基本的な事項は、講義要目にまとめられている。入学時のオリエンテーションは、その内

容を周知することを主な目的として実施される。その後は、主に各コース別担当教員が、個別に

学生の相談に応じているが、教務関係については講義要目に基づいて指導を行っている。そのた

め学生への指導が適切かつ統一的に行われるように、講義要目の内容は教務委員会が毎年度見直

し、必要な改訂を行っている。また、個々の授業科目の相談は、担当教員が行っている。オフィ

ス・アワー、担当教員の連絡先（メールアドレス）は講義要目に記載している。さらにＧＰＡ制

度を導入し、半期毎に学生のＧＰＡを各コース別担当教員に通知し、学習指導に利用している。 

本研究科では、各コース別担当教員が、学習面の相談員としての役割も兼ねており、個別の相

談に応じている。研究科として組織的に対応すべき問題が生じたときには、教務委員会や教授会

で検討し対処している。また、本研究科の場合は、高度な専門教育を行っているため、通常のよ

うにティーチング・アシスタントとして大学院学生を配置することはできない。一方、学生の要
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望が強い分野について学習を支援するために各コース別に学習支援科目を配置してきた。 

ビジネスイノベーションコースでは平成 22 年度と 23 年度入学生に対しては、英語力向上のた

めの科目を夏季休暇、冬期休暇を活用し実施した。学生の要望が強いため平成 24 年度入学生から

は必修科目（「グローバル・コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ」）として開講している。さらに高度

に習熟した人間関係力形成のため、社会人とともに学習する必修科目を基礎演習Ⅱとして開講し

ている。また、実務経験を持たないビジネスイノベーションコースの学生に対して、経営戦略の

理論や概念のみならず、それらを用いて経営戦略の策定を行う「経営戦略コースワーク」を平成

24 年度に基礎科目に新設した。さらに、ビジネスと社会性の融合を両立させる新しいビジネスモ

デルの構築に資する授業科目として、「ソーシャル・イノベーション」をすべてのコースに新設配

置した。 

地域イノベーションコース、医療マネジメントコースにおいては、平成 22～24 年度において習

熟度格差解消を目的に基礎演習の一環として簿記講座を開講している。また基礎科目である「財

務会計」においては習熟度別に二クラス開講体制をとっている。さらに平成 24年度には、地域イ

ノベーションコースの学生に対して、一般的な企業の経済・経営情勢を認識し、将来のキャリア

につなげることを目的に、連携組織との共催でカリスマイノベーターセミナーを開講した。医療

マネジメントコースにおいては、情報発信と修了生のリカレント教育を目的に、平成 23、24 年度

に「医療マネジメントの変革」というテーマの下に「医療マネジメントセミナー」を開いた。 

 

2-14 「理論と実践の融合」化を教育の柱とするフィールドスタディ（課題解決型「コンサル

ティング・プロジェクト」）の実施 

 

本研究科では、その教育課程が十分な教育効果を上げるために、講義形式の授業科目と演習形

式の授業科目をバランスよく配置している。一般に学部教育においては、講義形式の場合、教員

と学生とのコミュニケーションは個別的な質疑応答になりがちである。そこで、通常の講義にお

いても双方向の授業を心がけるとともに、基礎演習および専門演習ならびに学外研修（課題解決

型「コンサルティング・プロジェクト」）では学生主体の授業展開を推奨している。つまり、基礎

科目、発展科目においては講義・演習を通じて理論を学び、さらに応用実践科目では、「ビジネス

づくり」教育、ビジネスケースメソッドの確立、「連携事業」を通じた教育を柱に、フィールド（経

営の現場）での調査・分析・診断・助言・戦略策定等の「体験を通じた学習」を展開している。

またフィールドで収集されたデータに基づいて現実の重要な経営課題を抽出し、学生自身が収集･

分析したビジネスケースを、基礎科目・発展科目等の教育にも活用している。 

本研究科では、ビジネスイノベーションコースにあっては応用実践科目のフィールドスタディ

Ⅰ、Ⅱ、地域イノベーションコース･医療マネジメントコースにあっては、応用実践科目のフィー

ルドスタディ、中小企業診断士登録養成課程にあっては中小企業診断実習の中で、学生が将来の

キャリアに関連した現場体験を行うことを目的として学外研修（課題解決型「コンサルティング・

プロジェクト」）を実施しており、それを適切に運営するため、経営研究科学外研修（フィールド

スタディ）規程を定めている。その中で、参加する学生の義務を次のように規定し、事前のガイ

ダンスで周知徹底を図っている。 
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（誓約書その他の書類の提出） 

第４条 インターンシップに参加する学生（以下「参加学生」という。）は、誓約書その他研修機関が求める書類

を、研修機関に提出しなければならない。 

（義務） 

第７条 参加学生は、本研究科が指定する事前研修等を履修するものとする。 

２ 参加学生は、インターンシップ期間中、研修機関及び担当教員の指示に従わなければならない。 

３ 参加学生は、インターンシップ期間中に知り得た秘密を他に漏らしたり、又は盗用したりしてはならない。

インターンシップ期間終了後であっても、同様とする。 

４ 参加学生が前２項の義務を怠ったときは、学生懲戒規程（平成 16 年兵庫県立大学規程第 50 号）に基づき懲

戒をするものとする。 

 

2-15 固有の目的に応じた特色ある支援体制 

 

全専任教員からなるＦＤ委員会を中心にＦＤ活動に積極的に取り組んでいる。同時にＦＤ活動

に関する研究も行っている。また委員会開催とは別に、開講科目につき、教員相互間で授業参観

を随時実施している。ＦＤ委員会で取り上げられた内容は、ＦＤの進め方、講義･演習の方法論、

学外研修（インターンシップ）の実施方法、学生からの要望等の確認、各学生の状況に関する情

報共有等、多様である。 

学生の意見・要望は、学生代表と研究科長との懇談会を通じて集約している。懇談会は、平成

22～24 年度において、ビジネスイノベーションコースと社会人中心のコース（地域イノベーショ

ンコース、医療マネジメントコース、中小企業診断士登録養成課程）それぞれ年１回ずつ実施し

た。学生からの意見･要望は講義･シラバスの内容、教員の授業運営方法、設備等教育環境のさら

なる改善等、多岐にわたっており、それぞれ出された内容についてはその都度、可能な限り絶え

ず改善を図っている。 

まず、講義･シラバスの内容、教員の授業運営方法に関する要望については、ＦＤ委員会で検討

し、教員間でのコンセンサスを得ることにより改善されている。設備等教育環境に関する要望に

ついては実行しうる可能な限りの内容で改善を進めている。また、独自の教育を行うため、学生

支援科目の提供にも力を入れている。学生との懇談会でも、英語に対する重要性や中小企業診断

士といった資格を用いたスキル向上のための支援体制の確立に対する要望が多い。可能な限り学

生の要望を把握し支援体制を整備している。さらに個々の教員の改善努力は、独自に開発した教

材に端的に現れると考えており、授業で利用した教材はすべて本研究科が保管している。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「経営研究科学外研修（インターンシップ）規程」（63 頁） 

・添付資料 2-6：「経営研究科ＦＤ委員会規程」 

・添付資料 2-7：「経営研究科ＦＤ委員会議事録」 

・実地検査時閲覧資料：「平成 23 年度第１回医療マネジメントセミナー資料集（１）～（４）」 

・実地検査時閲覧資料：「平成 24 年度第２回医療マネジメントセミナー資料集（１）～（４）」 
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項目８：授業の方法等 

各経営系専門職大学院は、教育の効果を十分上げるために、理論と実務の架橋を図る教育方法

を導入し、これを効果的に実施することが必要である。そのためには、授業の方法、施設・設備

その他の教育上の諸条件を考慮した適当な学生数で授業を実施しなければならない。また、事例

研究、現地調査又は質疑応答や討論による双方向・多方向の授業等、個々の授業の履修形態に応

じて最も効果的な授業方法を採用することが必要である。その際、グローバルな視野をもつ人材

養成を推進するための教育方法を導入することや固有の目的に即した取組みを実施し、特色の伸

長に努めることが望ましい。 

なお、多様なメディアを利用して遠隔授業を行う場合、又は通信教育によって授業を行う場合

は、その教育効果が十分に期待できる授業科目をその対象としなければならない。 

＜評価の視点＞ 

2-16：ひとつの授業科目について同時に授業を受ける学生数は、授業の方法、施設・設備その他の教育上の諸条

件を考慮して、教育効果を十分にあげられる適当な人数となっていること。（「専門職」第７条）〔Ｌ群〕 

2-17：実践教育を充実させるため、講義に加えて、討論、演習、グループ学習、ケーススタディ、ゲーム、シミ

ュレーション、フィールド･スタディ、インターンシップ等、適切な教育手法や授業形態が採用されている

こと。（「専門職」第８条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-18：グローバルな視野をもった人材養成を推進するために、どのような教育方法が導入されているか。〔Ａ群〕 

2-19：多様なメディアを利用して遠隔授業を行う場合は、その教育効果が十分に期待できる授業科目をその対象

としていること。（「専門職」第８条第２項）〔Ｌ群〕 

2-20：通信教育によって授業を行う場合は、その教育効果が十分に期待できる授業科目をその対象としているこ

と。（「専門職」第９条）〔Ｌ群〕 

2-21：固有の目的に即して、どのような特色ある取組みを授業方法に関して行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

2-16 教育効果が期待できる教育体制 

 

本研究科の定員は１学年 40 名であるため、通常は、クラスサイズが過大になることは考えられ

ないが、少人数教育を標榜している関係から、次のような考え方をとっている。すなわち、講義

形式の場合は各コース別で行うことを基本にし（基礎科目については一部例外あり）、ビジネスイ

ノベーションコースにあっては１クラス 10名前後で、地域イノベーションコースにあっては１ク

ラス 20 名前後で、医療マネジメントコースにあっては１クラス 10 名前後で授業を行う。経営戦

略Ｂ、経営組織Ｂ等、一部の基礎科目は地域イノベーションコースと医療マネジメントコースの

計 35名程度で授業を実施している。一方、演習形式の場合には、できるだけ少人数で行うように

配慮する。たとえば、大学院修了後の進路を視野に入れた履修設計やキャリアプランの指導を行

う基礎演習と専門演習の学生数は、一部合同で講義を行う場合もあるが各コースとも数名程度で

開講している。また、学外研修（課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」）を行うフィー

ルドスタディ系科目の学生数は、基礎演習・専門演習と同様に一部合同で行う場合もあるが各コ

ースとも４名前後で開講している。ただし中小企業診断士登録養成課程においては、中小企業診

断実習を中小企業庁による制度との兼ね合いから８名までの人数で開講している。 

本研究科においては、基礎科目は講義形式中心で授業を行い、一部演習も取り入れている。応

用実践科目は、専門演習、学外研修（課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」）などがそ
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の中心となることから、演習形式で授業を行っている。また、発展科目は、その科目の特質に応

じて講義形式で授業を行うものと演習形式で授業を行うものがある。企業の経営環境で生起する

具体的事例について、自らの頭で考え、自らの力で解決する能力を養成するために、ディベート、

事例研究等、学生参加型の授業方法を導入した授業科目を中心に配置している。 

 

2-17 ケーススタディ、フィールド･スタディ（課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」）

等固有の目的に応じた特色ある教育内容 

 

本研究科は、国際的に活躍できるビジネス・プロフェッショナルを育成するとともに、大企業・

中小企業・商工団体等との連携を通じた「ビジネスづくり」教育を志向し、経営の「理論と実践

の融合」化を図ることを目的として設立された。すなわち「現場」を取り入れた経営実践教育を

重視し、それに必要な資質を備えた有為な経営人材を育成していくことを狙いとしている。本研

究科における特色ある取組みをあげると以下のとおりである。 

 まず、学外研修（課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」）の重視である。本研究科は、

地域の特性を活かし、各種フィールドスタディ教育を通じて県内に存立する地域・企業等の活性

化、地域振興、産業振興に貢献すべく課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」たるフィ

ールドスタディ教育を教育の中核に据えている。県内の行政・公的機関、経済団体等との連携を

推進し、「産学公人材イノベーション推進協議会」を本研究科の発足を契機に展開してきた。この

協議会を「場（プラットフォーム）」として産学公連携によるコラボレーション機能を活用し、創

発的学習環境の形成により本研究科のインターンシップ系科目群を特徴づけている。 

大学・地域双方に蓄積された知識を共有化することで、地域再生･創造を両者協働して検討・実

施する。その際、暗黙知・形式知と重ね合わせることによって、学生、地域の多様な主体が創発

する学習環境を形成することが可能となる。こうした学習環境を地域再生・創造の主体とするた

め新しい企業・組織のビジネスモデルを作り出している。地域的な波及効果としては，中核企業

を母体とする中小企業連携組織を核とすることから，既存産業を強化し、かつ進化させてゆく無

理ないアプローチをとっており、地域全体を巻き込んだ形でのビジネスの実現により経済的波及

効果が期待できる。大学と地元との緊密･有効なパートナーシップ形成において重要な役割を果た

すものと位置づけており、ビジネスづくりを推進する大きな特色となっている。 

このような取組みによって地域創造のための新しいビジネスモデルが創発可能となり、ビジネ

スモデルの有効性を確認したうえで、それを県内の地域・企業等に還元するネットワークを生み

出している。成功した地域の発展モデルを県内の地域クラスターに移転・共有化し、兵庫県全体

のレベルアップに貢献していく。さらにはグローバル展開も含めた異なる地域の異なるテーマで

のプロジェクトを相互的に議論していくことが可能となる。創造的な地域創造のプロセスを共有

することを目的としていることも特色の 1 つである。実際に地域の再生力を高め、実現可能な地

域づくりを実践することを狙いとしている。こうした、取組みの広がりを試みることによって、

将来不可欠とも考えられる多種多様の経営分野におけるビジネスモデルの創出が期待される。本

研究科のフィールドスタディを受け入れた企業経営者によると中小企業経営者は、常に自社の企

業経営の方向性を経営者自ら判断していかなければならない。その決断を後押ししてくれる、あ

るいは経営者が考えるビジネスモデルが正しい方向性にあるかを確認させてもらえる意義ある課
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題解決型コンサルティング・プロジェクトプログラムであると評価いただいている。 

神戸商科大学以来の伝統と県立大学が持つ地域性を十二分に生かし、地域の経済団体・企業と

連携協定を結び、「産学公人材イノベーション推進協議会」を設立した（平成 22 年５月 29 日締結、

図表 10）。平成 25年３月現在の締結組織数は、図表 11に示すように、15団体・組織である。 

 

 

 

 

 
図表 11 産学公人材イノベーション推進協議会の構成 

 

 これら組織の会員企業等の協力も得ながら、フィールドスタディⅠ、Ⅱ（ビジネスイノベーシ

ョンコース）、フィールドスタディ（地域イノベーションコース・医療マネジメントコース）、中

小企業診断実習（中小企業診断士登録養成課程）を実施している。 

なお、平成 22 年度から 24 年度に至るまでの３年間のフィールドスタディ先企業・病院を示し

たものが、以下の図表 12から図表 14 である。 

図表 10 連携協力協定書（平成 22年５月 29日） 
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図表 12 フィールドスタディ先企業・病院リスト（平成 22年度） 

コース 企業・病院名 所在地 時 期 備 考 

ビジネスイ

ノベーショ

ン 

（３社） 

小西酒造株式会社 伊丹市 平成22年10月

～平成 23 年３

月 

フィールドス

タディⅠ（国

内企業実習） 

日本編物株式会社 加古川市 

株式会社伍魚福 神戸市長田区 

地域イノベ

ーション 

（２社） 

神戸鈑金工業株式会社 高砂市 平成22年10月

～平成 23 年３

月 

フィールドス

タディ 株式会社デジタルアラ

イアンス 

神戸市東灘区 

医療マネジ

メント 

（４病院） 

医療法人共和会小倉リ

ハビリテーション病院 

福岡県北九州市 平成 22 年９月 フィールドス

タディ 

財団法人倉敷中央病院 岡山県倉敷市 平成22年10月 

兵庫県立こども病院 神戸市須磨区 平成22年11月 

社会保険神戸中央病院 神戸市北区 平成22年12月 

地域イノベ

ー シ ョ ン

（中小企業

診断士登録

養成課程） 

（４社） 

株式会社廣島屋 尼崎市 平成 22 年９月

～10 月 

流通業経営診

断実習 株式会社三宅商会 神戸市中央区 

株式会社藤製作所 稲美町 平成 23 年２月

～３月 

製造業経営診

断実習 サワダ精密株式会社 姫路市 

 

図表 13 フィールドスタディ先企業・病院リスト（平成 23年度） 

コース 企業・病院名 所在地 時 期 備 考 

ビジネスイ

ノベーショ

ン 

（５社） 

小西酒造株式会社 伊丹市 平成23年10月

～平成 24 年３

月 

フィールドス

タディⅠ（国

内企業実習） 

日本編物株式会社 加古川市 

株式会社伍魚福 神戸市長田区 

Nitta Gelatin India 

Limited (NGIL) 

Cochin, India 平成 23 年９月 フィールドス

タディⅡ（海

外企業実習） Muramoto Electron 

(Thailand) Public 

Co.,Ltd. 

Bangkok,  

Thailand 

地域イノベ

ーション 

（２社） 

神戸鈑金工業株式会社 高砂市 平成23年10月

～平成 24 年３

月 

フィールドス

タディ 株式会社デジタルアラ

イアンス 

神戸市東灘区 
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医療マネジ

メント 

（６病院） 

医療法人共和会小倉リ

ハビリテーション病院 

福岡県北九州市 平成23年10月 フィールドス

タディ 

財団法人倉敷中央病院 岡山県倉敷市 平成23年10月 

宗教法人在日本南プレ

スビテリアンミッショ

ン淀川キリスト教病院 

大阪市東淀川区 平成 23 年９月 

兵庫県立姫路循環器病

センター 

姫路市 平成 23 年９月 

医療法人財団姫路聖マ

リア病院 

姫路市 平成 23 年９月 

福井県立病院 福井県福井市 平成23年10月 

地域イノベ

ー シ ョ ン

（中小企業

診断士登録

養成課程） 

（10 社） 

英貴自動車株式会社 尼崎市 平成 23 年７月

～８月 

経営戦略・経

営計画策定実

習Ⅰ 

株式会社六甲歯研 神戸市灘区 

株式会社水島酸素商会 神戸市兵庫区 平成 23 年８月

～９月 

経営戦略・経

営計画策定実

習Ⅱ 

ラッキーベル株式会社 神戸市長田区 

株式会社ヤマシタワー

クス 

尼崎市 平成 24 年１月

～２月 

経営総合ソリ

ューション実

習 株式会社ヤギセイ 大阪市中央区 

株式会社ＰＯＴ 神戸市長田区 平成 23 年９月

～10 月 

流通業経営診

断実習 有限会社ジョイエール 神戸市兵庫区 

レザーソー工業株式会

社 

稲美町 平成 24 年２月

～３月 

製造業経営診

断実習 

フコクインダストリー

株式会社 

尼崎市 

 

図表 14 フィールドスタディ先企業・病院リスト（平成 24年度） 

コース 企業・病院名 所在地 時 期 備 考 

ビジネスイ

ノベーショ

ン 

（４社） 

伊丹阪急駅東商店会 伊丹市 平成24年10月

～平成 25 年３

月 

フィールドス

タディⅠ（国

内企業実習） 

カリヨン広場協同組合 淡路市 

Nitta Gelatin India 

Limited (NGIL) 

Cochin, India 平成 24 年９月 フィールドス

タディⅡ（海
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Muramoto Audio 

-Visual Philippines, 

Inc. 

Cebu, 

Philippines 

外企業実習） 

地域イノベ

ーション 

（１社） 

淡路市商工会 淡路市 平成24年10月

～平成 25 年３

月 

フィールドス

タディ 

医療マネジ

メント 

（４病院） 

財団法人倉敷中央病院 岡山県倉敷市 平成 24 年９月 フィールドス

タディ 医療法人共和会小倉リ

ハビリテーション病院 

福岡県北九州市 平成 24 年９月 

福井県立病院 福井県福井市 平成24年10月 

社会医療法人大道会森

ノ宮病院 

大阪市城東区 平成24年10月 

地域イノベ

ー シ ョ ン

（中小企業

診断士登録

養成課程） 

（10 社） 

柳金属産業株式会社 伊丹市 平成 24 年７月

～８月 

経営戦略・経

営計画策定実

習Ⅰ 

三田チップ株式会社 三田市 

株式会社ショーゼン 淡路市 平成24年10月

～11 月 

経営戦略・経

営計画策定実

習Ⅱ 

株式会社ツダ 淡路市 

廣川電機株式会社 尼崎市 平成 25 年１月

～２月 

経営総合ソリ

ューション実

習 

スイコー株式会社 大阪市中央区 

有限会社モリモト 豊岡市 平成 24 年９月

～10 月 

流通業経営診

断実習 株式会社エスカ 豊岡市 

株式会社特発三協製作

所 

尼崎市 平成 25 年２月

～３月 

製造業経営診

断実習 

株式会社共和電子製作

所 

宝塚市 

 

本研究科は、産学公人材イノベーション推進協議会において県内の 15団体・組織と連携し、様々

な産学公連携事業を実施してきた。本研究科の教育目的にいかに産学公連携の成果が反映されて

いるか、大きく４つの視点で成果についてまとめていく。 

 第１に連携組織間交流による成果である。一般的に産学連携は、大学と一企業による技術開発、

新製品開発、知的所有権をテーマとした自然科学系分野における産学連携が中心であった。本研

究科の産学公連携の特色のひとつは、大学と一企業、あるいは大学と一団体・組織の連携ではな

く、大学と 15団体・組織また、連携組織間同士の連携による交流事業が構築できていることにあ

る。15団体・組織は、行政・金融機関・経済団体・地域団体等で構成されており、たとえば、行

政と金融機関の連携によるビジネスづくりセミナーの実施、金融機関と経済団体の連携による中
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小企業者へのアンケート調査、経済団体と地域団体の連携による人材育成事業など、これまで兵

庫県内ではこのようなコラボレーション事業は実施されていなかった。また、全体連携事業とし

てシンポジウムの実施により、相互の情報提供、人的交流の場を創出することで、兵庫県におけ

る地域づくり、ネットワークづくりが活発におこなわれるようになり、それぞれの立場、それぞ

れの課題の共有化が進み、各連携団体でイノベーションが創発される仕組みづくりができたこと

にある。 

 第２に教育研究事業による成果である。産学公連携組織を通じて、本研究科のフィールドスタ

ディ系科目の実習受入先企業等との関係づくりの構築である。フィールドスタディ教育は、企業

独自で実施しているものや、大学の単位科目としての就業体験インターンシップが一般的である。

本研究科のフィールドスタディ教育は、受入先企業の課題解決型「コンサルティング・プロジェ

クト」によるもので、企業内部の重要な資料（決算書・組織図・生産工程・販売管理・工場や店

舗の配置図・人事労務管理等）の情報公開やヒアリング・アンケート調査等を求め、企業の問題

点、課題を抽出・検討し、最終的にはビジネスモデルを提案するものである。守秘義務としての

誓約書も提出するが、それ以前に外部、それも学生に内部データを公開することは、相互の信頼

関係が成立していなければならない。この信頼関係の形成は、これまでの産学公連携事業による

15 団体・組織との活動が実を結んでおり、15 団体・組織が大学と企業間との連携の橋渡しを担っ

ていることと過去のインターンシップ受入先企業からの評価・実績の情報が産学連携組織を通じ

て情報が共有化されていることにある。さらに本研究科のフィールドスタディ教育において、学

生への実践教育効果もさることながら、受入企業等の社員にも人材育成の観点から学生からの刺

激を受け、社員のモチベーションに好影響を与えたり、経営者が自社の経営を振り返る機会や今

後の経営戦略のヒントを得たなど、双方向にとってメリットのある形となっている。教育研究事

業は、他にも産学公連携の仕組みを活用し、グローバル企業や医療機関のキーパーソンを招いた

経営戦略ケーススタディ（企業経営・病院経営）の授業科目を実施。 また、産学連携組織間交

流事業にも講師として参画いただくなど幅広い交流と学びの場を提供し、地域間のネットワーク

づくりにも貢献している。 

 第３に人材育成事業による成果である。まず、本研究科を修了した学生への継続的なリカレン

ト教育の場の提供である。産学公人材イノベーション推進協議会が主催する様々な事業への参加

を可能とし、より実践的な知識獲得ができる環境を整えていることにある。たとえば、平成 23年

から開催している「医療マネジメントセミナー」では、医療機関を取り巻く事業環境、高度化し

ていく地域医療の実態やニーズに即した実践的マネジメント、医療マネジメントの見える化、医

療安全の制度と実践などについて各専門分野から講師を招き、本研究科の修了生また、医療経営

関係者の人材育成を目的に実施し、多くの参加者を得ている。また、兵庫県等の一般市民も対象

とした内閣府の地域社会雇用創造事業「地域カーボン・カウンセラー」養成講座を実施するなど、

地域の人材育成事業にも積極的に貢献している。さらに産学公連携組織に属する県内企業等への

就職面接会、人材交流を目的とした各種事業へも参画し、地域への優秀な人材の排出と学生支援

の一環でもある。 

 最後に、本研究科の受験生及び入学者の確保としての成果である。本研究の開設年度である2010

年度入試から順調に各コースの定員を確保し、志願者数も安定している。これは、本研究科の特

色でもある医療マネジメントコース、地域イノベーションコース（（併設）中小企業診断士登録養

成課程）といったコース設置が一つの好要因と考えることができるが、一方、本学の産学公連携
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の取組みの成果ともとらえることができる。実際、本研究科の志願者には、産学公連携に関係す

る組織やフィールドスタディ受入企業等からの人材も受験している。これは、大学の組織内で完

結する教育プログラムだけではない教育を実践していることに起因してくる。本研究科は、産学

公連携の枠組みを活用し、広く地域社会との接点を持ち、また、実践教育の場を地域に求めたこ

と、地域とともに学びの場と情報交流の場を提供してきたことへの相乗効果でもある。本研究科

の教育理念が広く地域に情報発信され、その教育内容の評価あるいは興味を抱くに相応しい教育

プログラムとして学びたい学生のニーズを掴んでいると考える。本研究科は、さらに産学公連携

を推進し、「理論と実践の融合」化を図り、地域発展への貢献を継続していくことにある。 

 

さらには以下のような特色ある取組みを教育プログラムに取り入れている。 

まず、「経営職業倫理」（ビジネスイノベーションコース、地域イノベーションコース）、「医療

倫理」（医療マネジメントコース）の必修科目としての開講である。コンプライアンスは企業理念

とも通じる経営を行う上での視点で重要な要素と位置づけている。高い職業的倫理観を有するた

めには不可欠な科目と位置づけている。 

次に、ビジネスイノベーションコース・地域イノベーションコースには、「経営戦略ケーススタ

ディ（企業経営）」を、医療マネジメントコースには、「経営戦略ケーススタディ（病院経営）」を

発展科目として開講している。「経営戦略ケーススタディ（企業経営）」では、神戸・阪神地域に

存立しているグローバル企業を中心に、各企業の経営戦略、マーケティング、ものづくり、人的

資源管理などの企業経営課題について事例を検証することで、各企業でマネジメントおよびグロ

ーバル展開の経験のある幹部社員が、「実践経営学」を柱に実際の企業経営について直接講義した。

平成 22、23 年度に取り上げた企業は、パナソニック株式会社と株式会社神戸製鋼である。平成

24 年度はこれらに加えて住友精密工業株式会社を取り上げた。また「経営戦略ケーススタディ（病

院経営）」では、病院の経営戦略に焦点を当て、病院経営に関する現状分析、戦略目標の設定等を

行うとともに、特に地域特性が重要であるとの認識から地域医療システムの全体像と経営戦略に

ついて検討してきた。平成 22～24 年度に取り上げた病院組織は、東は福井県立病院から（財）倉

敷中央病院を経て、西は医療法人小倉リハビリテーション病院に至る西日本各地と県内に立地す

る公的病院・民間病院である。 

さらに、上記連携組織企業を基本に兵庫県立大学経営学部で行っている研究等も含めて、企業

のケースを保有していることである。これらのケースを活用し、講義・演習等に活用している。 

加えて、基礎演習および専門演習の重視である。これらの演習は少人数で行えるように配慮し、

学生のキャリア支援も含めてきめ細かい指導体制を実現している。その成果は、本研究科発行の

学術雑誌『商大ビジネスレビュー』（(2-32、2-33)参照）の発行として結実している。ビジネス

イノベーションコース、地域イノベーションコース（中小企業診断士登録養成課程修了生を除く）、

医療マネジメントコースの各修了生は専門演習の成果として『商大ビジネスレビュー』に論文を

投稿し、平成 23、24 年度とも修了時期に合わせて９月と３月に発行した。中小企業診断士登録養

成課程修了生については修了要件となっている中小企業診断実習報告書（各修了生ごとに５回投

稿）をこれに代わるものとしてまとめている。 
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2-18 グローバルな視野をもった人材養成 

 

国際的に活躍できるビジネス・プロフェッショナルを育成するという主旨のもと、①グロー

バル企業で活躍できるビジネスパーソン、②自らのビジネスアイデアを実現できるアントレプ

レナーを育成することが柱となっているビジネスイノベーションコースにおいて、２年次に開

講されるフィールドスタディⅡの一環として海外における学外研修（課題解決型「コンサルテ

ィング・プロジェクト」）を実施している。フィールドスタディ先は(2-17)に示した「フィール

ドスタディ先企業・病院リスト平成 23年度、24 年度」分に掲載している。内容については(2-2)

に示しているとおりである。平成 23 年度はインドとタイで実施し、平成 24 年度はインドとフ

ィリピンで実施した。研修先は産学連携協定を結んでいる経済団体の協力の下で選定している。

なお、実施において基本的スキルの中心となる英語については学習支援科目等を配し、スキル

アップ向上の機会としている。研修先ではディベート、事例研究を中心に学生参加型の演習と

し、外国人経営者・従業者との研修を通じて人材育成を図っている。 

 

2-19、2-20 遠隔授業、通信教育の実施 

 

本研究科においては、遠隔授業および通信教育は実施していない。 

 

2-21 固有の目的に即した特色ある授業方法 

 

 上記、固有の目的に応じた教育を実践すべく次のような方針で教育を行っている。兵庫県立大

学の前身である神戸商科大学は、国際的に活躍する社会人・企業人の育成を目指して、実学的な

経営・会計・商業に関する実務教育を重視してきた。長年、兵庫県の地域経済･企業経営に対し、

地域に密着した育成・振興活動を実践してきた。こうした実践経験は、地域の再生・創造に関わ

る大学と教育のあり方について貴重な教訓を蓄積し、すでに県内の諸組織との連携の基盤を構築

している。こうした長年の伝統を活かし、本大学院は、国際的に活躍できるビジネス・プロフェ

ッショナルを育成するとともに、大企業・中小企業・商工団体等との連携を通じた「ビジネスづ

くり」教育を志向し、経営の「理論と実践の融合」化を図ることを目的として設立された。すな

わち「現場」を取り入れた経営実践教育を重視し、それに必要な資質を備えた有為な経営人材を

育成していくこととなる。「現場」となりうる組織・団体は、「兵庫」という「地域」に存立す

る大企業、中小企業など企業のみならず、公的組織、医療・介護系をはじめとしたＮＰＯ、各種

医療機関など多岐にわたる。そのためには、企業・組織からも地域からも信頼される研究科とし

ての教育的役割と社会的に信用される研究科づくりを行うことが鍵になる。したがって「ビジネ

スづくり」を実践し、経営理念・マーケティング戦略・顧客満足・人的資源管理などといった経

営に関する諸課題に取り組んでいくとともに、フィールドでの調査・分析・診断・助言・戦略な

ど「体験を通じた学習」を展開し、フィールド･サーベイやコンサルティングなど特色あるカリキ

ュラム体系で学び、経営の「理論と実践の融合」を図り、高度専門職業人を育成していくことと

なる。その基本には、いわゆる「産学連携」の１つの大きな柱として「ビジネスづくり」を標榜

することにある。本研究科の基本理念は、兵庫の地における総合的な「知の拠点」として先導的・
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独創的な専門職教育を展開することで、創造力を持つ人間性豊かな人材を育成し、地域社会に貢

献できる人材を育成することである。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「平成 24 年度講義要目（フィールドスタディ）」（171 頁～183 頁） 

・添付資料 2-9：「平成 24 年度履修人員集計表」 

・実地検査時閲覧資料：「平成 23 年度第１回医療マネジメントセミナー資料集（１）～（４）」 

・実地検査時閲覧資料：「平成 24 年度第２回医療マネジメントセミナー資料集（１）～（４）」 

 

 

項目９：授業計画、シラバス 

各経営系専門職大学院は、学生の履修に配慮した授業時間帯や時間割等を設定することが必要

である。また、シラバスには、毎回の授業の具体的な内容・方法、使用教材、履修要件、年間の

授業計画等を明示し、授業はシラバスに従って適切に実施することが求められる。なお、シラバ

スの内容を変更した場合は、学生にその旨を適切な方法で周知する必要がある。 

＜評価の視点＞ 

2-22：授業時間帯や時間割等は、学生の履修に配慮して設定されていること。〔Ｆ群〕 

2-23：毎回の授業の具体的な内容・方法、使用教材、履修要件、年間の授業計画等が明示されたシラバスが作成

されていること。（「専門職」第10条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-24：授業は、シラバスに従って適切に実施されていること。また、シラバスの内容を変更した場合、学生にそ

の旨が適切な方法で周知されていること。〔Ｆ群〕 

＜現状の説明＞ 

2-22 授業時間帯や時間割等の設定 

 

 本研究科の特色の１つに授業時間帯がある。新卒者を対象とするビジネスイノベーションコー

スはいわゆる全日制（月曜日から金曜日の１限より５限に開講を原則とする）を採用しているが、

地域イノベーションコース（中小企業診断士登録養成課程を含む）と医療マネジメントコースに

おいては土曜主開講制を採用している。いわゆる夜間主開講制を採用している社会人を主対象と

した大学院は全国各地に多く見られる。本学にも、神戸商科大学大学院経営学研究科時代より本

研究科発足まで設置していた兵庫県立大学大学院経営学研究科夜間主コースが存在していた。そ

の問題点として、社会人大学院であることから急な仕事が入る等学生個人の時間調整が難しく履

修が円滑に捗らないといった点が表面化し、学生にとっても、また運営する教員にとっても授業

達成度における不完全燃焼感を有していた。その反省から社会人を対象とした地域イノベーショ

ンコース（中小企業診断士登録養成課程を含む）と医療マネジメントコースにおいては土曜主開

講制を採用した。 

本研究科の授業時間帯は、次のとおりである。ビジネスイノベーションコースにおいては月曜

日から金曜日の１～５限を基本に一部土曜日も開講している。地域イノベーションコース（中小

企業診断士登録養成課程を含む）、医療マネジメントコースにおいては、土曜日を基本に年間 48

週を８週ずつ６タームに分けた時間割を基本としている。なお、夜間に授業を行うことはない。 
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時限 １時限 ２時限 ３時限 ４時限 ５時限 ６時限 

時間 9:00～10:30 10:40～12:10 13:00～14:30 14:40～16:10 16:20～17:50 18:00～19:30 

 

授業時間割の編成においては、同一年次に履修する科目の重複を避けること、同一領域の科目

の重複を避けることを基本方針としている。 

 

2-23 シラバスの作成と適切な運用 

  

シラバスとは元来、講座の教育方針や教員の連絡方法その他の情報を含んでおり、学生にとっ

て不可欠なものである。シラバスを作成する利点は、学習の流れを学生が理解し、円滑に授業を

受けられる点である。教員側にとっても、学生に対して円滑に指導を進められることなどが挙げ

られる。本研究科のシラバスには、シラバス本来の意義を考え、講義名、担当教員名（複数であ

る場合は複数を明示）、開講学期・期間、講義目的・到達目標、講義内容・授業計画（講義科目で

は１回ずつ記述）、取得単位数、テキスト・参考文献、成績評価の基準、履修上の注意・履修要件

等を記載している。すなわち学生が講義を受け単位を取得するにあたって必要な情報である。ま

た、オフィス・アワー、担当教員のメールアドレスについては、別紙一覧表で提示し、授業日程

については、学年暦に基づいて曜日ごとの日程表を別途配布している。シラバスは、「講義要目」

のほか、ホームページにも掲載している。そして、シラバスに沿って授業を行うように努め、休

講した場合には補講をしている。 

 

2-24 シラバスに従った授業の実施 

 

本研究科では、授業はシラバスに従って適切に実施することを申し合わせており、非常勤教員

に対してもその旨を依頼している。シラバス内容に変更が生じた場合はその都度、学生に授業の

全体像からいかなる項目が変更されたのかを明示した上で情報開示の徹底を図っている。そして、

授業評価アンケートに「シラバスに沿った授業内容であったか」という質問を設けており、その

結果（５点満点で全科目平均）は、平成 24年度後期で 4.6 と、高い評価であった。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「経営研究科平成 24 年度講義要目」（67頁～200 頁） 

・添付資料 2-1：「兵庫県立大学大学院経営研究科平成 24 年度授業時間割」 

・添付資料 2-5：「平成 24 年度授業評価アンケートの実施について」 

・「シラバス（平成 24 年度）：http://www.u-hyogo.ac.jp/edu/12syllabus/in-keieikenkyu/」 

 

 

項目 10：成績評価 

各経営系専門職大学院は、専門職学位課程の水準を維持するため、成績評価の基準・方法を設

定し、シラバス等を通じて学生にあらかじめ明示することが必要である。また、実際の成績評価

においては、明示された基準・方法に基づいて公正かつ厳格に実施することが求められる。さら
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に、学生からの成績評価に関する問い合わせ等に対応する仕組みを導入することが必要である。 

＜評価の視点＞ 

2-25：成績評価の基準・方法が策定され、学生に周知されていること。（「専門職」第 10 条第２項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-26：成績評価が明示された基準・方法に基づいて、公正かつ厳格に行われていること。（「専門職」第10条第２

項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-27：成績評価において、評価の公正性・厳格性を担保するために、学生からの成績評価に関する問い合わせ等

に対応するなど、適切な仕組みが導入されていること。〔Ｆ群〕 

＜現状の説明＞ 

2-25 成績評価の基準・方法の策定 

  

本研究科では、授業科目の位置づけに応じて到達目標を定めており、それが成績評価の基本的

考え方となる。成績評価は、学習など活動成果についての評価の結果報告のことである。成績評

価は教育評価（教育活動に関する評価）の１つとして活用される。到達目標に照らして評価を行

うことを基本とし、あらかじめ設定した到達目標に基づいて、それがどの程度達成できたかで評

価する。すなわち、基礎科目については基礎的知識の修得が図られていること、発展科目につい

ては基礎科目と比べてより高度な専門的知識や技能の修得が図られていること、応用実践科目に

ついては企業や医療機関における学外研修を通じた最先端の専門的知識や技能の修得が図られて

いることが、それぞれの到達目標である。これは、「講義要目」、いわゆるシラバスの中で明らか

にしている。 

また、講義科目は、おおむね専門知識の修得を目的としていることから、期末試験による成績

評価を基本としながら、科目の性格に応じて、授業中に行う中間試験や小テスト･レポートなどを

加味するものとし、他方、演習科目は、テーマごとの質疑応答・討論が授業の中心となることか

ら、授業中のプレゼンテーション、質疑応答・討論への参加状況、期末のレポートなどを総合し

て評価することにしている。 

 

2-26 成績評価の基準・方法に基づく運用 

 

 以上の方針のもとに、各教員が、授業科目ごとの成績評価の基準を、シラバスの中で明らかに

している。たとえば講義科目であれば、「中間試験 50％、期末試験 50％」「小テスト 30％、期末

試験 70％」というように記載している。 

 なお、本研究科では、経営研究科規則第 12条において、成績について次のように規定している。 

 

（成績） 

第 12 条 授業科目の成績は、試験の結果及び日常の学習状況を総合して次の基準により評価する。 

(1) 成績は 100 点満点とし、60 点以上をもって合格とする。 

(2) 合格した科目には所定の単位を与える。 

(3) 合格した科目の成績は、Ａ＋、Ａ、Ｂ及びＣの評語をもって表し、その区分は、次のとおりとする。 

  ア Ａ＋（90 点以上） 

  イ Ａ （80 点以上 90 点未満） 

  ウ Ｂ （70 点以上 80 点未満） 
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  エ Ｃ （60 点以上 70 点未満） 

２ 合格した科目については、再評価しない。 

３ 休学期間中に開講されている科目については、その単位を認めない。 

 

そして、講義要目に次のように記載し、周知を図っている。なお、ＧＰＡ制度では、半期毎に

学生のＧＰＡを演習担当教員に通知し、学習指導に利用している。特に問題があると認めた学生

には、教務委員会および学生生活委員会が面談を行い、事情を把握している。 

 

４．成績評価 

(1) 学業成績は、定期または期間外試験、レポート等の結果に基づき 100 点法よって評価し、60 点以上を合格と

して単位を与えます。 

(2) 評点と評語の関係は、次のとおりです。 

評 点 100～90 点 89～80 点 79～70 点 69～60 点 59 点以下 

評 語 Ａ＋ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ(不合格) 

(3) 修士論文の評価は、合格または不合格をもって表します。 

(4) 成績は、翌学期はじめに成績素点表、単位取得一覧表にして各学生に配布します。なお、配布時期は別に掲

示します。 

(5) Ａ＋・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄの評価に対して、それぞれ４・３・２・１・０点のグレード・ポイント（ＧＰ）を与

え、ＧＰに各科目の単位数を乗じ、その総計数を総履修単位数で除すことによってグレード・ポイント・アベ

レージ（ＧＰＡ）を算出し、学習指導に利用します。 

(6) 成績評価に対する不服申出制度 

  本学では、学生が、自らの成績評価に関して不服がある場合、単位修得一覧表の発表後２週間以内に、学

務所管課を通して書面で不服申出を教員に行うことができます。ただし、事前に担当教員に相談をし、よく

説明を受けるようにしてください。 

(7) 中小企業診断士登録養成課程については、上記に加えて、別に定める基準に基づき評価を行います。 

 

成績評価の基になった答案用紙、レポートその他の提出物は、一括して本研究科が保管してい

る。採点における匿名性の確保については各教員に任されている。そのため本研究科では、ＦＤ

委員会で事後的に成績分布表を検証している。 

 

2-27 成績評価における不服申請制度 

 

成績評価に対する不服申出制度があり、次のように講義要目に記載して周知を図っている。 

 

(6) 成績評価に対する不服申出制度 

  本学では、学生が、自らの成績評価に関して不服がある場合、単位修得一覧表の発表後２週間以内に、学

務所管課を通して書面で不服申出を教員に行うことができます。ただし、事前に担当教員に相談をし、よく

説明を受けるようにしてください。 

 

ただし、これまで申出はない。本研究科では、適宜、採点済みの答案の閲覧やコピーの返却、質
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問への回答等を行っており、学生が成績評価の根拠を実質的に確認できるようになっている。こ

のように成績評価の妥当性について、第三者が検証可能なように配慮している。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「成績評価」（19 頁） 

・添付資料 1-1：「経営研究科平成 24 年度講義要目」（67頁～200 頁） 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学大学院経営研究科規則」（53頁～58 頁） 

・添付資料 2-4：「平成 24 年度成績分布表」 

・添付資料 2-7：「経営研究科ＦＤ委員会議事録」 

 

 

項目 11：改善のための組織的な研修等 

各経営系専門職大学院は、授業の内容・方法の改善と教員の資質向上を図るため、組織的な研

修・研究を実施することが必要である。特に、経営系専門職大学院の教育水準の維持・向上、教

員の教育上の指導能力の向上を図るために、研究者教員の実務上の知見の充実、実務家教員の教

育上の指導能力の向上に努めることが重要である。また、教育方法の改善について、固有の目的

に即した取組みを実施し、特色の伸長に努めることが望ましい。 

授業の内容・方法の改善と教員の資質向上を図るためには、学生による授業評価を組織的に実

施し、その結果を公表することが必要である。さらに、その結果を教育の改善につなげる仕組み

を整備し、こうした仕組みが大学院内の関係者間で適切に共有され、教育の改善に有効に機能し

ていることが必要である。 

＜評価の視点＞ 

2-28：授業の内容・方法の改善と教員の資質向上を図るために、組織的な研修・研究を実施すること。（「専門職」

第11条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-29：教員の教育上の指導能力の向上、特に、研究者教員の実務上の知見の充実、実務家教員の教育上の指導能

力の向上に努めること。〔Ｆ群〕 

2-30：学生による授業評価が組織的に実施され、その結果が公表されていること。また、授業評価の結果を教育

の改善につなげる仕組みが整備されていること。さらに、こうした仕組みが、当該経営系専門職大学院内

の関係者間で適切に共有され、教育の改善に有効に機能していること。〔Ｆ群〕 

2-31：固有の目的に即して、どのような特色ある取組みを教育方法の改善において行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

2-28 授業の内容・方法の改善と教員の資質向上のための研修、研究 

 

「大学教員の教育能力を高めるための実践的方法」として本研究科も積極的にＦＤを取り入れ、

大学の講義改革のために組織的に取り組み、大学の教員組織の能力開発を進めている。従来の大

学講義でみられたような教員による専門領域が一方的に話されるのみで終わるような講義は一切

行わず、学生のニーズに応える教育を実践すべくさまざまな試みを行っている。ＦＤ委員会を組

織し、教員間で学生に関する情報共有を行うとともに、教員相互間での授業見学、授業評価のア

ンケートの実施、講義に関する研修会の実施、等を実践することで、「ファカルティ」メンバーと

なる教員間で講義を評価するという仕組をつくっている。さらには「（３）成果等」で触れるが、
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学外における拡張学習の方法も教育の１つの柱とし、インターンシップ（国内・海外）、フィール

ドスタディを行うとともに、社会人と、実務経験のない学部新卒を中心とした学生との合同授業、

プレゼンテーション･ディスカッションの講義への導入、『商大ビジネスレビュー』（(2-32、2-33)

参照）の発行など特色ある取組みを実践することで、学生の習熟度と社会性を強化することに貢

献している。なお、インターンシップ、フィールドスタディの教育内容を充実させるべく中小企

業大学校が実施している「インストラクター研修」に参加している。この研修は、ロジカルシン

キングの思考法をふまえ、フィールドスタディ（課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」）

先企業から得た「実践」内容をいかに学生の討議から「理論」的検証も含めて、結論を導き出し

うるかについての方法論について、教官たるインストラクターが資質向上を目指そうとするもの

である。開設準備期間であった平成 21年度も含めると、平成 21 年度６名、平成 22 年度６名、平

成 23年度４名、平成 24年度３名の教員が参加した。 

 

2-29 教員の教育上の指導能力の向上に向けた取組み 

  

ＦＤ活動についてはＦＤ委員会を中心に積極的に取り組んでいる。本研究科はすでに示してい

るように３コースに分かれており、かつ中小企業診断士登録養成課程も有している。学部新卒学

生・社会人といった学生の特性や、中小企業診断士登録養成課程学生と他の社会人学生の習熟度

の違い等も個別に検討していく必要があると認識している。こうした認識に基づきＦＤ活動に関

する研究を行っている。 

本研究科では、第３期中期計画（平成 22 年度～24 年度）により、授業改善懇親会、教員相互

の授業参観、教員研修会などを通じて、全学的なＦＤ活動を推進している。それに加えて本研究

科においては、ＦＤ活動に積極的に取り組むために、研究科長を長とし、全専任教員によって構

成されるＦＤ委員会を設置している。なお、委員会は必要に応じて教授会の終了後に開催してい

る。全専任教員からなるＦＤ委員会を中心にＦＤ活動に積極的に取り組むと同時にＦＤ活動に関

する研究も行っている。また委員会開催とは別に、開講科目につき、教員相互間で授業参観を随

時実施している。ＦＤ委員会で取り上げられた内容は、ＦＤの進め方、講義･演習の方法論、学外

研修（課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」）の実施、学生からの要望等の確認、成績

分布、各学生の状況に関する情報共有等、多様である。 

専門職大学院が求められている「理論と実践の融合」に向けての取組みとして研究者教員の実

務との融合、実務家教員の知見の教育への活用に主眼を置いた取組みも行っている。実践と理論

が相互に影響しあい、進化するサイクルを支えるのが、「事業創造型産学公連携教育モデル」であ

る。(2-32、2-33)に示しているように産学公イノベーション推進協議会のもとで数多くの連携協

力事業を推進し、研究者教員・実務家教員を問わず事業に参画し、地域活性化を柱に社会貢献活

動をしている。かかる経験を通じて、研究者教員・実務家教員は教育プログラムの充実とともに

指導能力の向上を図っている。つまり、研究者教員は理論的知見を活かした実務への参画を、実

務家教員は実務歴を生かした知見による実務への参画を行い、各教員により集約された地域実態

から学び得た知見を教育プログラムに生かしている。 

本研究科では、その教育課程が十分な教育効果を上げるために、講義形式の授業科目と演習形

式の授業科目をバランスよく配置している。議論を行うことを重視した基礎演習および専門演習

ならびに学外研修（課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」）を実施するフィールドスタ
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ディ科目は少人数で行えるように特に配慮している。授業科目の適正配置と少人数演習制によっ

て教員の指導能力が効果的に学生の能力向上に反映できるよう配慮している。(2-17)に示してい

るように各地域企業への課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」を通じ、事業創造によ

る地域活性化に向けたさらなる地域貢献を行うとともにその指導を通じて研究者教員、実務家教

員を問わず能力向上に努めている。 

 

2-30 授業評価への取組みと『平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書』の公表 

  

本研究科は、自ら点検および評価を行ってその結果を公表すべきという主旨のもと平成 24年５

月に『平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書』（全 41頁）を公表した（図表 15）。発行の意図

は、自己評価・自己点検に関する活動は教育評価が関係する活動であると考えられるとともに、

教育に関する諸活動を改善するために行われるものであるという視点から、さまざまな項目につ

いて検証を行っている。 

 

 

 

また平成 22 年度から前期・後期に各１回ずつ「授業評価アンケート」を、フィールドスタディ

Ⅰ、Ⅱ、フィールドスタディ、中小企業診断実習、基礎演習および専門演習を除く、すべての授

業科目で実施している。授業評価アンケートの調査項目は、図表 16 のとおり全学共通項目と本研

究科の独自項目から構成されており、評価尺度は５段階評価と自由記述形式である。担当教員は

学生による授業評価の集計結果を点検し、今後の授業の改善・工夫などを記載して、学生へのフ

ィードバックを行っている。それは、学術情報館（図書館）において公開している。 

 

図表 16 授業評価アンケートの質問項目 

（全学共通項目） 

学生の自己評価について 

①必要な準備（予習・復習）をして授業に臨んだか 

②授業に毎回出席したか 

教員について 

⑭授業への取り組みは熱心であったか 

⑮授業時間を守っていたか 

⑯学生へ公平に対応していたか 

図表 15 平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書（表紙） 
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③授業に対して真剣に取り組んだか 

④学生全体の履修態度は良かったか 

授業内容について 

⑤履修して良かったか 

⑥シラバスに沿った授業内容であったか 

⑦興味深い内容であったか 

⑧学年のレベルに適した授業であったか 

⑨将来何らかの形で役に立つと思うか 

⑩当該学問分野の知識や考え方が身についたか 

授業方法について 

⑪教科書、教材、機材等の利用は効果的であったか 

⑫説明や資料は分かりやすかったか 

⑬学生からの質問に対して適切な対応がなされたか 

（本研究科独自項目：ビジネスイノベーションコース） 

⑰授業が現在のあなたのスキルアップに役立ったか 

⑱将来のキャリア形成に有益な授業であったか 

（オムニバス科目） 

⑰全体の通し授業目的にそったまとまりのある授業

であったか 

⑱教員間の連携はとれていたか 

⑲複数教員による授業は効果的であったか 

 

ＦＤ委員会の構成員である専任教員は、委員会で取り上げるテーマを提案することができる。

委員長である研究科長は、委員会開催の要請があれば、原則的に委員会を招集している。ＦＤ委

員会で取り上げられたテーマは、ＦＤの進め方、講義･演習の方法論、学外研修（課題解決型「コ

ンサルティング・プロジェクト」）の実施、学生からの要望等の確認、成績分布、各学生の状況に

関する情報共有等、多様である。またすでに示したように学生の意見・要望は、学生代表と研究

科長との懇談会を通じて集約している。懇談会は、ビジネスイノベーションコースと社会人中心

のコース（地域イノベーションコース、医療マネジメントコース、中小企業診断士登録養成課程）

とで別々に行っている。学生からの意見･要望は講義･シラバスの内容、教員の授業運営方法、設

備等教育環境のさらなる改善等多岐にわたっており、それぞれ出された内容についてはその都度、

出来うる限りの改善を図っている。 

学生の修学等の状況は、主に各コース別担当教員が分担して把握し、問題があれば教務委員会

や学生生活委員会で対応することにしている。しかし、学生の個人的な事情については教員間で

個別に相談することはあるが、全教員の間で共有することはない。他方、各教員の授業内容、指

導方法、さらには教育研究の質向上のための自主的取組みの実施状況、成果、問題点等について

は、授業参観、授業改善懇親会などＦＤ活動の中で共有するように努めている。ＦＤ委員会は、

情報の共有を図ることを重視し、教員間で相互に刺激を与えており、各自が改善に努力している。

フィールドスタディⅠ、Ⅱ、フィールドスタディ、中小企業診断実習、基礎演習および専門演習

では、学生同士または学生と教員とのコミュニケーションが活発であり、日常的な接触から学生

の満足度は高いと考えている。少人数教育のメリットが感じられるが、最終的に本研究科の目指

した人材の育成が実現できたか否かを検証するため、修了者の進路を把握している。 

学生による授業評価アンケートだけでなく、実際に経営研究科を修了した学生の生の声を継続

して聞いたり、修了生に対するアンケート調査を行ったりすることは重要であると考える。そこ

で、平成 24 年 11 月、12 月にアンケート調査を実施した（(2-32、2-33)参照）。この結果をもと

に、必要に応じて教育プログラムの改善を進めていく。そこで「実践経営学」を享受しうる人材

を育成し、より教育目的に合致した教育方法を実現できるように改善していく。 

また、修了生に対する授業評価のみならず「産学公人材イノベーション推進協議会」に参加

している連携組織・団体とそれにかかわる企業及び経営者と、より交流を図り、経営研究科に



54 
 

おける教育プログラムにかかわる外部の意見も参考にしながら、より教育目的に合致した教育

方法を実現できるように改善を図っていく。 

 

2-31 固有の目的に応じた教育方法の改善 

 

本研究科では、(2-17)で述べたように、特色ある取組みを行っている。繰り返しになるが、項

目だけを列挙すると以下のとおりである。 

第一に、「経営職業倫理」（ビジネスイノベーションコース、地域イノベーションコース）、「医

療倫理」（医療マネジメントコース）の必修科目としての開講である。 

第二に、学外研修（課題解決型「コンサルティング・プロジェクト」）の重視である。 

第三に、ビジネスイノベーションコース・地域イノベーションコースでは、「経営戦略ケースス

タディ（企業経営）」を、医療マネジメントコースでは、「経営戦略ケーススタディ（病院経営）

を発展科目として開講している。 

第四に、ビジネスイノベーションコースにおいて、２年次に開講されるフィールドスタディⅡ

の一環として海外における学外研修（海外インターンシップ）を実施している。 

第五に、上記連携組織企業を基本に、兵庫県立大学経営学部で行っている研究等も含めて企業

のケースを保有していることである。これらのケースを講義・演習等に活用している。 

第六に、基礎演習および専門演習の重視である。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「経営研究科平成 24 年度講義要目」（67頁～200 頁） 

・添付資料 2-6：「経営研究科ＦＤ委員会規程」 

・添付資料 2-7：「経営研究科ＦＤ委員会議事録」 

・添付資料 8-1：「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書」 

 

 

（３）成果等 
項目 12：修了生の進路状況の把握･公表、教育効果の評価の活用 

各経営系専門職大学院は、修了者の進路等を把握し、この情報を学内や社会に対して公表する

ことが必要である。また、学位の授与状況、修了者の進路状況等を踏まえ、固有の目的に即して

教育効果を適切に評価し、その結果を教育内容・方法の改善に活用することが必要である。 

＜評価の視点＞ 

2-32：修了者の進路状況等を把握し、この情報が学内や社会に対して公表されていること。（「学教法施規」第172

条の２）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

2-33：学位の授与状況、修了者の進路状況等を踏まえながら、固有の目的に即して教育効果を適切に評価し、そ

の結果を教育内容・方法の改善に活用していること。〔F群〕 

＜現状の説明＞ 
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2-32、2-33 学位授与状況、修了者進路状況等、および、それらを踏まえた教育成果の評価 

 

「理論に裏打ちされた実践能力という高度な専門的知識を有した経営のプロフェッショナルの

養成を目指し、神戸商科大学時代からの歴史と伝統を踏まえて実学を重視し、民間企業、公的機

関のいずれの場面においても優れたマネジメント能力を発揮できるような高度で専門的な職業能

力を有する経営専門職業人の育成」を目的として平成 22 年度に設置された。一般に経営専門職大

学院は目的が明確であり、毎年度高い志（こころざし）をもった学生が入学してきている。しか

し、実際に教育の成果を検証し、その結果を教育の質の改善に繋げる努力が必要である。そのた

め本研究科では、入学者の学位取得状況や修了者の進路を把握していくことが必要と考えている。 

本研究科の基本理念実現に向けての方策は「実践経営学」の標榜である。そもそも実験科学で

ある経営学は、臨床部門を持つべきである。そうすることによって、新しい理論を実験し、その

結果をフィードバックして、学問研究の進歩に寄与するとともに地域経済に貢献しうると考えら

れる。理論と臨床的実践の相即的発展のプロセスで、理論と実務に強い幅広い能力を持った人材

が育成される。これが「実践経営学」の基本的目的である。今までの経営学・経済学は、臨床的

応用が行なわれなかったため、単なる知識の学習で終わっていた傾向がある。実践科学としての

経営学には、小規模な組織単位での臨床研究が不可欠なのである。この理論と実験の相互作用の

中から、企業の育成･振興を図り、地域の再生･創造を達成する。 

上記の目的に応じて本研究科では、修了生を世に送り出し、さらには社会貢献の取組みを行っ

ている。 

平成 22 年度の入学者は 45 名であり、途中退学したものはなく、修了年限期間に在籍した者は

45 名である。しかしうち１名は単位取得未履修のため留年している。修了生の内訳は、ビジネス

イノベーションコース 12 名、地域イノベーションコース 20 名（うち中小企業診断士登録養成課

程修了生 16 名）、医療マネジメントコース 12 名、となっている。 

ビジネスイノベーションコース修了生 12 名の進路は、民間企業に就職したものが 10 名、大学

院博士後期課程に進学した者が２名である。中小企業診断士登録養成課程では、修了生４名が中

小企業診断士として独立開業した。また、医療マネジメントコースの修了生２名が医療の現場の

管理部門に勤務先を変更し、１名が兵庫県の県立病院全体の管理責任者に従事することとなった。

社会人学生の他の修了生は従来の職場にてキャリアを生かし活躍している。この成果から、経営

研究科の教育が所期の成果をあげていることがわかる。 

平成 23 年度に入学した者は 48名であり、内訳はビジネスイノベーションコース 10 名（うち中

小企業診断士登録養成課程学生１名）、地域イノベーションコース 22 名（うち中小企業診断士登

録養成課程学生 14名）、医療マネジメントコース 16 名となっている。うちビジネスイノベーショ

ンコース１名、地域イノベーションコース１名（いずれも中小企業診断士登録養成課程には属し

ていない）が現在休学中であり、地域イノベーションコース３名（中小企業診断士登録養成課程

には属していない）が進路変更あるいは健康上の理由から退学した。 

平成 24 年度に入学した者は 50名であり、内訳はビジネスイノベーションコース 12 名、地域イ

ノベーションコース 24名（うち中小企業診断士登録養成課程学生 16名）、医療マネジメントコー

ス 14名となっている。 
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図表 17 平成 22 年度入学者の修学状況（人数） 

                    ※カッコ内は中小企業診断士登録養成課程履修者 

コース 当初入学者 
平成 23 年 9月

修了者 

平成 24 年 3月

修了者 

平成 25 年 3月

修了者 

ビジネスイノベーション 12 － 12  

地域イノベーション 21(16) 3(－) 17(16) 1 

医療マネジメント 12 12   

 

図表 18 平成 23 年度入学者の修学状況（人数） 

                    ※カッコ内は中小企業診断士登録養成課程履修者 

コース 当初入学者 
平成 24 年 9月

修了者 

平成 25 年 3月

修了者 

平成 26 年 4月

時点在学者 

平成 26 年 4月

時点休学者 

ビジネスイノベーション 10(1) － 9(1) 1  

地域イノベーション 22(14) 4(－) 14(14)  1 

医療マネジメント 16 15 1   

 

図表 19 ビジネスイノベーションコース修了生の進路（修了時点）（人数） 

 平成 23 年度修了生 平成 24 年度修了生 

一般企業 10 6 

博士後期課程進学 2 1 

起業準備等 0 2 

 

ビジネスイノベーションコースの応用実践科目「フィールドスタディⅠ」では、学生が企業に

出向いて当該企業の経営トップとの対話を通じて、各社が直面する経営課題を探りだし、その課

題に対する解決策を経営トップに対して提案するというコンサルティング・プロジェクトを行う。

平成 22、23 年度の研修先は、小西酒造株式会社（醸造）、株式会社伍魚福（食品製造販売）、日本

編物株式会社（靴下製造）の３社であった。各社における共通の経営課題は新市場開拓の推進、

とりわけ若者世代の市場開拓であり、そのための具体的な新商品開発と新ビジネスモデルの提案

であった。本科目は１年次後期に配当されている半期の科目であるが、実際にはこの期間を超え、

学年をまたいだ継続的プロジェクトとなった。学生たちは、若者世代を念頭においたさまざまな

新商品アイデアやインターネットを利用した新たな販売チャネルの提案等を研修先の経営トップ

に対して行った。なかでも小西酒造においては、同社スタッフとともに親和女子大学の学生たち

とも協力しながら、若い女性にターゲットを絞った日本酒ベースのカクテル商品、「ニューハーフ」

を提案した。同提案は商品化され、平成 24年 3月には市場販売されるまでに至った。これについ

ては、『読売新聞』平成 24 年４月７日付、『毎日新聞』平成 24 年４月 27 日付、『朝日新聞』平成

24 年 6 月 15 日付等でも取り上げられた。その他のプロジェクトについても、商品化・市場化ま

でには至らなかったものの、各社経営トップからは、学生独自の斬新な発想で、これまでにない

新商品開発の提案等を評価する声が目立った。平成 24 年度は、「商店街の活性化」を新たな実習

テーマに据えて、阪急東通り商店街と淡路市新島地区商業施設地域の２か所が実習先となった。
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客足が遠のいた商店街・商業施設地域に、いかにして再びお客様を再び呼び戻すか、そのために

必要な基本的な考え方は何か、具体的施策は何か。学生たちはこれらの難しい課題に対し、商店

街・商業施設当事者へのインタビュー調査や現地視察を繰り返し行いながら、学生の視点から現

状の問題指摘と改善のための提案を先方様に対して行った。実習先となった両商店街・商業施設

責任者からは、彼らの調査内容や提案が有益であったという評価を頂いた。 

また、専門演習の成果として、学術雑誌『商大ビジネスレビュー（ISSN：2186-2141）』の第１

巻第１号（平成 23 年９月）、第２号（平成 24 年３月）、第２巻第１号（平成 24 年９月）、第２巻

第２号（平成 25年３月）を発行した。それぞれ学生の修了時期に合わせて発行し、本研究科ホー

ムページでも論文を公開している。表紙および目次は図表 20～24 のとおりである。なお、本論文

集の表紙は、在学生からのコンペにより選ばれた水彩画とデザインの合作品である。ここで描

かれている景色は、神戸商科大学が現在の場所に移転する前の神戸市垂水区高台から明石海峡

大橋を望む視角で画かれたものである。 

 

図表 20 商大ビジネスレビュー第１巻第１号（表紙） 

 

 

図表 21 商大ビジネスレビュー第１巻第１号（目次） 

創刊にあたって ····················································· 鳥 邊 晋 司 ······ 1 

巻 頭 言 

「地」的経営力を目指した地域イノベーションコース ··················· 佐 竹 隆 幸 ······ 3 

「質」の問題解決を目指した医療マネジメントコース ··················· 小 山 秀 夫 ······ 7 

地域イノベーションコース 

建設機械部品製造業における経営戦略と人材育成に関する考察 ··········· 粥 川   真 ····· 11 

神戸大学病院における診療圏と提供すべき機能について ················· 熊 岡   穣 ····· 23 

ビジネスモデルの戦略的転換 ········································· 松 本   巧 ····· 37 

～不採算店舖の閉鎖について～ 
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企業内組織における従業員の自律性に関する研究 ······················· 柳   篤 郎 ····· 49 

医療マネジメントコース 

手術室におけるマネジメント課題 ····································· 乾   清代美 ····· 61 

救命救急センターにおける損益分岐点と行政負担金に関する事例分析 ····· 井 上 鉄 也 ····· 79 

DPC病院における薬品費率(対医業収益)のマネジメントに関する考察 ······ 織 邊   聡 ····· 95 

地域医療支援病院へ向けたＡ病院のマネジメント課題 ··················· 加 藤 博 史 ···· 109 

公立病院改革ガイドラインに沿った公立病院の統合再編について ········· 株 丹 菜 緒 ···· 127 

Ｋ病院の経営状況と経営課題 ········································· 木 村 弘 子 ···· 143 

回復期リハビリテーション病棟における医療の質と採算性に関する分析 ··· 公 文   敦 ···· 159 

公立病院の経営健全性指標と事業撤退基準の研究 ······················· 長 山 政 二 ···· 181 

DPC分析による病院経営改善に関する研究 ······························ 林   孝 俊 ···· 197 

マネジメントツールとしての看護必要度活用方法に関する研究 ··········· 箕 浦 洋 子 ···· 215 

～地域連携クリニカルパスのDPCコードと看護必要度からの分析～ 

Ａ病院における勤務年数別の職務満足に影響を及ぼす因子の相違 ········· 山 下 美 紀 ···· 227 

に関する考察 

回復期病棟増築計画におけるマネジメント課題の明確化 ················· 吉 田 泰 久 ···· 243 

 

図表 22 商大ビジネスレビュー第１巻第２号（目次） 

巻 頭 言 

真の「新卒力」を鍛えるビジネスイノベーションコース ················· 梅 野 巨 利 ······ 1 

ビジネスイノベーションコース 

中国における日系小売企業の現状分析 ································· 安   智 炫 ······ 5 

―コンビニエンス・ストアの展開を中心に― 
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中小企業診断士登録養成課程では、養成課程の修了要件である中小企業診断実習報告書（各修

了生ごとに５回投稿）の作成を、商大ビジネスレビュー執筆の代わりとしている。これまでに合

計 24 冊発行した。報告書の表紙、および、これまでに発行した報告書の概要は図表 25～28 のと

おりである。 

 

図表25 流通業経営診断実習報告書（表紙） 

 

 

図表 26 中小企業診断実習報告書名と実習先企業（第１期） 

報告書名 実習先企業（１班） 実習先企業（２班） 

流通業診断実習報告書 株式会社藤製作所 サワダ精密株式会社 

製造業診断実習報告書 英貴自動車株式会社 株式会社六甲歯研 

経営戦略・経営計画策定実習Ｉ報告書 株式会社水嶋酸素商会 ラッキーベル株式会社 

経営戦略・経営計画策定実習Ⅱ報告書 株式会社ヤマシタワークス 株式会社ヤギセイ 

総合ソリューション実習報告書 株式会社廣島屋 株式会社三宅商会 

 

図表 27 中小企業診断実習報告書名と実習先企業（第２期） 

報告書名 実習先企業（１班） 実習先企業（２班） 

流通業診断実習報告書 レザーソー工業株式会社 フコクインダストリー株式会社 

製造業診断実習報告書 柳金属産業株式会社 三田チップ株式会社 

経営戦略・経営計画策定実習Ｉ報告書 株式会社ツダ 株式会社ショーゼン 

経営戦略・経営計画策定実習Ⅱ報告書 廣川電機株式会社 株式会社スイコー 

総合ソリューション実習報告書 株式会社 POT 有限会社ジョイエール 
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図表 28 中小企業診断実習報告書名と実習先企業（第３期） 

報告書名 実習先企業（１班） 実習先企業（２班） 

流通業診断実習報告書 株式会社エスカ 有限会社モリモト 

製造業診断実習報告書 株式会社特発三協製作所 株式会社共和電子製作所 

 

 このように固有の目的に即した教育を実施し、成果を形として残すことを推進している。また、

本研究科における教育効果を評価するため、修了生・在校生を対象にアンケート調査を平成 24 年

11 月から 12 月にかけて実施した。回答率は 87.8％（修了生 81.5％、在校生 93.2％）であった。

質問項目は次のとおりである。 

 

Ⅰ（総論的なことに関する質問項目） 

問１：本研究科で学んでいることは期待通りである。 

問２：本研究科への進学（入学）を、他の受験生や職場等の友人に勧めたい。 

問３：土曜日のみの通学で満足が得られている。（※土曜主コースのみ） 

問４：土曜日よりも日曜日の開講にニーズがあると考える。 

問５：土曜日よりも平日夜間の開講にニーズがあると考える。 

問６：８週間（または４週間）で一つのタームが終了するシステムは、本研究科で学ぶ上において効果的であ

る。(※土曜主コースのみ） 

Ⅱ（教育内容・方法等に関する質問項目） 

問７：本研究科が提供する開講科目は、専門性の高い内容を有している。 

問８：本研究科の講義は満足できるものである。 

問９：本研究科の演習は満足できるものである。 

問 10：本研究科のフィールドスタディ（あるいは診断実習）は、期待通りの満足が得られている。 

問 11：講義・演習における課題の量は適切である。 

問 12：商大ビジネスレビューの執筆は有意義である。（※中小企業診断士登録養成課程を除く） 

問 13：本研究科の講義を通して、職業倫理観を深めることができている。 

問 14：フィールドスタディⅡ（海外インターンシップ）は満足できるものであった。（※ビジネスイノベーシ

ョンコース該当者のみ） 

フィールドスタディⅡ（海外インターンシップ）に魅力を感じている。（※ビジネスイノベーションコ

ース該当者のみ） 

問 15：英語による授業を増やすべきである。（※ビジネスイノベーションコースのみ） 

問 16：本研究科の講義・演習を履修して、理論に裏付けられた経営能力の向上に役立っている。（※地域イノ

ベーションコースのみ） 

問 17：本研究科で学ぶことによって、「地域貢献」あるいは「地域活性化」に積極的に取り組む気持ちが強く

なっている。（※地域イノベーションコースのみ） 

問 18：本研究科の講義・演習を履修して、「診断実習」におけるコンサルテーションをさらに向上させるため

の思考力やスキルを身につけることができていると感じている。（※中小企業診断士登録養成課程のみ） 

問 19：本研究科で学ぶことによって、「地域貢献」あるいは「地域活性化」に積極的に取り組む気持ちが強く

なっている。（※中小企業診断士登録養成課程のみ） 

問 20：本研究科の講義・演習を履修して、病院運営管理に必要な経営能力の向上に役立っている。（※医療マ

ネジメントコースのみ） 

問 21：今後は介護分野においても経営能力が必要であると考える。（※医療マネジメントコースのみ） 

Ⅲ（学生生活・学生支援に関する質問項目） 

問 22：教室等キャンパスの施設は満足のいくものである。 

問 23：奨学金、授業料免除申請など学生教育支援制度は充実している。（※ビジネスイノベーションコースの

み） 

問 24：自主的な学習の支援体制（自習室、資料室）は充実している。 
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Ⅳ（キャリア形成に関する質問項目） 

問 25：本研究科で学んだことは、現在の職場等で役立っている。（※ビジネスイノベーションコース在校生を

除く） 

問 26：本研究科で学んだことで、生き方、考え方等自身の価値観を変えることができている。 

問 27：本研究科で学んだことで、学び続ける力がついている。 

 

アンケートの詳細および回答結果とその考察は、本学発行の研究資料として公表予定である。

ここでは、回答結果から明らかになった、教育に関する高い評価と改善を要する点を記載する。

まず、以下の点が教育に関する高い評価として挙げられた。 

① 各コース別で実施されているフィールドスタディ、診断実習および海外での企業研修におけ

る「理論と実践の融合」の推進。 

② コース横断的な講義をはじめ、研究科で提供された教育内容全般においては、非常に満足度

が高い。また、本研究科の固有の目的に則して開講されている演習（『商大ビジネスレビュ

ー』の論文指導など）等を通して、コミュニケーション力、プレゼンテーション力などが向

上したこと。 

③ 本研究科で「学んでいる」ことにより、高度専門職業人としての自己研鑽に努め、自己の質

の向上（学び続ける力を保持し続けること）や物事に対する視野・見識の広がり（何事にも

関心を持てるようになり自身の価値観の転換が生じたこと）の場の実現。 

一方、以下の点が改善を要する点として挙げられた。 

① 現行の科目履修における選択の余地を広げてもらいたい。 

② 在学中の講義を発展させたリカレント教育の場を提供・充実してもらいたい。 

③ 本研究科の修了生が集える組織（同窓会のようなもの）を設立してもらいたい。 

これらの改善要求点については、アンケート実施（平成 24 年 11 月、12 月）以前から検討を進め

ており、①については(1-8)、③については(5-6)のとおり対応を行った。②については(1-8)にて

記載のとおり改革を推し進めている。 

 

ところで、兵庫県立大学の前身である神戸商科大学は、国際的に活躍する社会人・企業人の育

成を目指して、実学的な経営・会計・商業に関する実務教育を重視してきた。こうした長年

の伝統を活かし、本研究科は、国際的に活躍できるビジネス・プロフェッショナルを育成す

るとともに、大企業・中小企業・商工団体等との連携を通じた「ビジネスづくり」教育を志向し、

経営の「理論と実践の融合」化を図ることを目的として設立された。その基本にはいわゆる「産

学連携」の１つの大きな柱として「ビジネスづくり」を標榜することにある。 

各地域の産業振興、地域振興の持続的発展を推進していくためには、経済団体をはじめとした

産業界、行政機関のみならず兵庫県立大学の研究者、学生等との連携を図り、「理論と実践の融合」

による地域発展への貢献意欲と能力を持つ人材の育成、さらに産学連携組織間の交流を推進し、

人材・地域のイノベーションを創出するための体制・仕組み創りが求められており、「産学」、さ

らに「公（行政）」や医療組織等が加わり、連携し一体となって取組んでいくことが必要不可欠で

ある。また地域のさまざまなニーズに対する維持･サポート業務を提供していくことで、地域経済

の活性化において役割を担う新たなリーダーを創出していくことができる。特に効果的な地域振

興政策をどのように策定していくか、また、策定に向けてどのような取組みを行っていくかにつ

いて提言していくことで、地元地域への再投資（経済循環）を可能とするシステムの整備を図っ
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ていく必要がある。さらに今後の学部学生人口の減少などに対応すべく、積極的に情報発信を図

り、連携組織･団体、行政、各種団体、卒業生、院生および教員の強固なネットワークを形成する

ことが、本研究科の重要なミッションであると認識している。 

本研究科では、連携経済団体・組織との連携事業を通じて医療機関も含めた県内企業・団体、

地域、経営者のレベルアップを図り、さらに本研究科を核に各経済団体とのネットワーク化を進

め、地域経済の振興を推進していくことを目指すべく、本研究科で行っている研究・教育の取組

みを社会へ貢献・還元することを重要視している。 

「モノづくり」の産学公連携は中小企業にとって敷居が高い状態にある。すべての中小企業が

産学公連携の効用に浴するためには、「モノづくり」の産学公連携ではなく、社会科学系の産学公

連携の取組みが不可欠である。経営研究科では、兵庫県内各地域の企業･産業振興・地域活性化に

貢献するため、先にも述べたように、経営研究科発足を期に「産学公人材イノベーション推進協

議会」を設立した。そして、本研究科における産学公連携の取組みは、①学外研修（インターン

シップ）の教育への導入、②「経営戦略ケーススタディ（企業経営）」、「経営戦略ケーススタディ

（病院経営）」の開講、③ビジネスイノベーションコースにおける海外における学外研修（課題解

決型「コンサルティング・プロジェクト」）の実施、④連携組織企業を基本にケースによる講義・

演習等への活用、といった具合に多面的に展開されている。これらは、「産学公連携」による社会

貢献活動の一環として「理論と実践の融合」がなされている証左といえよう。連携経済団体･組織

を通じた上記の活動を通じて「地域に貢献できる人材の育成」に努めている。 

本研究科が志向する「ビジネスづくり」教育を実践するためには、産学公連携事業を通じた「理

論と実践の融合」化を図り、地域発展への貢献意欲と能力を持つ人材の育成が必要である。人材・

地域のイノベーションを創出するためには、産学公連携の体制づくり・仕組みづくりをいかにお

こない、効果的な事業プログラムを構築していくかがポイントになる。 

さらに本大学院修了生や地域住民に対するリカレント教育、連携団体･組織、ならびに会員企業･

経営者のさらなる育成･振興を図るべく、経営研究科を中心に産学公人材イノベーション推進協議

会主催で展開された３年間の事業内容を示すと、以下のとおりである。 

 

平成 22 年度の事業内容 

１．連携協力協定締結 

産学公人材イノベーション推進協議会 連携協力協定締結機関 

平成22年５月29日（土）締結 

兵庫県商工会連合会、兵庫県中小企業家同友会、神戸信用金庫、尼崎市、(公財)尼崎地域産業活性化機構、兵庫

県信用保証協会、(公財)ひょうご産業活性化センター、豊岡市 

平成22年12月21日（火）締結 

加東市 

 

２．連携組織間交流事業 

兵庫県立大学大学院経営研究科開学記念式典 

日時 平成22年５月29日（土） 

会場 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス三木記念講堂 

内容 【講演会】 

 記念講演「わが国最初の専門職大学院を創って」 
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   講師：信友浩一氏(福岡市医師会成人病センター院長) 

【産学公人材イノベーション推進協議会連携協力協定調印式】 

兵庫県商工会連合会、兵庫県中小企業家同友会、神戸信用金庫、尼崎市、(公財)尼崎地域産業活

性化機構、兵庫県信用保証協会、(公財)ひょうご産業活性化センター、豊岡市 

 

第１回記念シンポジウム 

日時 平成22年12月21日（火）13:30～16:45 

会場 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス三木記念講堂 

内容 【講演会】 

「地域支援能力の向上を目指して～農商工連携等を交えて全国の地域活性化の事例から～」 

講師：木村俊昭氏（農林水産省大臣官房企画官 地域活性学会理事） 

【パネルディスカッション】「地域活性化を実現するためのキーワードは何か！」 

パネリスト：木村俊昭氏（農林水産省大臣官房企画官 地域活性学会理事） 

      谷岡慎一氏（豊岡市 経済部 部長） 

      光井將宇氏（ひょうご中小企業応援センター コーディネーター） 

      平瀬 清氏（兵庫県中小企業家同友会 副代表理事） 

      中村嘉雄氏（兵庫県商工会連合会 経営支援課長） 

コーディネーター：佐竹隆幸氏（兵庫県立大学大学院経営研究科教授） 

【産学公人材イノベーション推進協議会連携協力協定調印式】 

加東市 

【同時併設開催】 

神戸信用金庫、兵庫県信用保証協会による産学公連携相談会・地域産業資源活用事業のニーズ・

制度活用相談会 

 

【木村俊昭氏地域視察】 

平成 22 年 12 月 22 日 

有馬温泉旅館組合・三田市（兵庫県商工会連合会）・神戸市（兵庫県中小企業家同友会） 

 

３．人材育成・教育研究事業 

大学院経営研究科 教育研究事業 

(1) ＭＢＡ冠講座事業（経営戦略ケーススタディ） 

平成 22 年６月２日～７月 21 日のうちの８日間 

神戸製鋼グループ 講師８名 （尼崎市・㈶尼崎地域・産業活性化機構主催） 

(2) ＭＢＡ冠講座事業（医療ファイナンス） 

平成 22 年７月 31 日～９月 18 日のうちの８日間 

兵庫県信用保証協会 講師４名 （兵庫県信用保証協会主催） 

(3) ＭＢＡフィールドスタディ流通業実習「経営支援アドバイザー養成研修」 

平成 22 年９月 25 日～10 月 17 日（主に土日、計 63 時間）  

兵庫県商工会連合会経営指導員３名参加 

 

人材育成事業 

(1) 兵庫県立大学合同業界研究会 

平成 22 年９月 17 日 

兵庫県中小企業家同友会会員企業出展 
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４．共同研究・調査事業 

共同研究・調査事業 

(1) 兵庫県中小企業家同友会ＮＴレポート特別調査アンケート（兵庫県信用保証協会） 

(2) 山陰海岸ジオパーク調査研究 

(3) 宍粟市千種町地域活性化調査研究 

(4) 長寿社会における高齢者の医療・介護システムの適正化戦略に関する調査研究 

(5) 尼崎経営塾（（公財）尼崎地域産業活性化機構） 

(6) 神戸信金ビジネスクラブ講演会（神戸信用金庫） 

(7) 神戸信金産学連携研究会（神戸信用金庫） 

 

５．連携組織運営事業 

第１回運営委員会 

日時 平成22年５月29日 

会場 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス 

内容 出席者 14 名 

代表（委員長）、副代表（副委員長）の選任 

産学公人材イノベーション推進協議会設置要綱（案）について 

運営委員会の委員及び監事について 

会計について 

今後の運営委員会の進め方について 

 

平成 23 年度の事業内容 

１．連携協力協定締結 

産学公人材イノベーション推進協議会 連携協力協定締結機関 

平成 24 年２月３日締結 

但馬銀行 

平成 24 年３月 19 日締結 

淡路信用金庫、(社)有馬温泉観光協会、三木金物商工協同組合連合会 

 

２．連携組織間交流事業 

兵庫県立大学シンポジウム 「産学公連携による地域の活性化」 

日時 平成23年９月13日 

会場 神戸市産業振興センター 

内容 参加者約120名 

【特別講演】  

 テーマ：「人と経営 企業人生で思ったこと」 

 講 師：水越浩士氏（前神戸商工会議所 会頭） 

【パネルディスカッション】  

 テーマ：「産学公連携に期待すること」 

 パネリスト：森合精機㈱ 代表取締役 森合正輝氏（兵庫県中小企業家同友会） 

       尼崎商工会議所 会頭 吉田修氏（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構） 

神戸国際観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 参事 三谷陽三氏（(公財)ひょうご産業活性化センター） 

 

宍粟市連携講演会（兵庫県商工会連合会） 

日時 平成23年11月24日 
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会場 宍粟市ちくさセンター 

内容 ① 千種中・高連携消費者教育講演会 

「ふるさとを担う若者たちへ ふるさとを活性化する賢い消費生活のすすめ」 

講 師：兵庫県立大学大学院経営研究科教授 佐竹隆幸氏 

参加者：市立千種中学校第３学年 43 名 

県立千種高等学校全学年 85 名  

県立村岡高等学校生徒会執行部４名 

県立氷上西高等学校生徒会執行部２名  

②ふるさとのまちづくり座談会 「ふるさとの活性化に私のできること」 

講 師：兵庫県立大学大学院経営研究科教授 佐竹隆幸氏 

参加者：市立千種中学校生徒会執行部員２名 

県立千種高等学校生徒会執行部員８名 

県立村岡高等学校生徒会執行部４名 

県立氷上西高等学校生徒会執行部２名 

千種商店街連合会、商工会千種支部青年部、商工会千種支部女性部他 

③まちづくり講演会「ふるさとの活性化 今、立ち上がる時！」 

講 師：兵庫県立大学大学院経営研究科教授 佐竹隆幸氏 

参加者：千種連合ＰＴＡ、地域住民他、約 50 名 

 

第１回ビジネスづくりセミナー 

日時 平成24年２月３日（金）13:30～16:00 

会場 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス 

内容 【講演会】 

「農商工連携で取り組む成功のシナリオ～ＴＰＰ下の激変を生き抜く～」 

講師：勝瀬典雄氏（兵庫県立大学大学院経営研究科 客員教授） 

【産学公人材イノベーション推進協議会連携協力協定調印式】 

但馬銀行 

 

第２回シンポジウム 

日時 平成24年３月19日（月）14:00～17:30 

会場 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパスＣ１０１講義室 

内容 【基調講演】 

「ソーシャル・ビジネスの展開 ～地域の課題をビジネスで解決する事例から～」 

講師：勝瀬典雄氏（兵庫県立大学大学院経営研究科 客員教授） 

【パネルディスカッション】「新時代の地域活性をめざして」 

パネリスト：勝瀬典雄氏（兵庫県立大学大学院経営研究科 客員教授） 

       金井啓修氏（株式会社御所坊 代表取締役） 

      友定道介氏（レザーソー工業株式会社 取締役社長） 

コーディネーター：佐竹隆幸氏（兵庫県立大学大学院経営研究科 教授） 

【産学公人材イノベーション推進協議会連携協力協定調印式】 

社団法人有馬温泉観光協会、淡路信用金庫、三木工業協同組合 

 

３．人材育成・教育研究事業 

第１回医療マネジメントセミナー「医療マネジメントの変革」 

会場 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス本部棟大会議室 

日時・内容 平成23年５月14日（土）13:00～16:10 

【プレ講義】「ストーリーとしてのビジネスプラン」 
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       講師：鳥邊晋司氏（兵庫県立大学大学院経営研究科長） 

【講  演】「急性期病院の経営戦略」 

       講師：相田俊夫氏（財団法人倉敷中央病院副理事長） 

平成23年５月21日（土）13:00～16:10 

【プレ講義】「兵庫県の医療システム」 

       講師：太田稔明氏（兵庫県医監） 

【講  演】「コンプライアンス・マネジメント」 

       講師：杉村和朗氏（神戸大学医学部附属病院院長） 

平成23年５月28日（土）13:00～16:10 

【プレ講義】「医療・介護財政の課題」 

       講師：小山秀夫氏（兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメントコース 

主任教授） 

【講  演】「医療制度改革」 

       講師：後藤 武氏（兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメントコース 

特任教授） 

平成23年６月４日（土）13:00～16:10 

【プレ講義】「財務分析入門」 

       講師：鳥邊晋司氏（兵庫県立大学大学院経営研究科長） 

【講  演】「病院の財務戦略」 

       講師：石井孝宜氏（公認会計士） 

 

大学院経営研究科 教育研究事業 

(1) ＭＢＡ冠講座事業（経営戦略ケーススタディＡ） 

平成 23 年５月 18 日～７月 28 日のうちの７日間 

パナソニックグループ 講師４名（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構主催） 

(2) ＭＢＡ冠講座事業（経営戦略ケーススタディＢ） 

平成 23 年５月 28 日～７月 16 日のうちの８日間 

神戸製鋼グループ 講師８名（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構主催） 

(3) 中小企業診断士登録養成課程戦略策定Ⅱ実習 

平成23年７月 

英貴自動車株式会社（尼崎市・兵庫県中小企業家同友会） 

株式会社六甲歯研（兵庫県中小企業家同友会） 

(4) ＭＢＡ冠講座事業（医療ファイナンス） 

平成 23 年７月 23 日～９月 10 日のうちの８日間 

兵庫県信用保証協会 講師４名（兵庫県信用保証協会主催） 

(5) 中小企業診断士登録養成課程戦略策定Ⅱ実習 

平成 23 年８月 

株式会社水島酸素商会（兵庫県中小企業家同友会） 

ラッキーベル株式会社 

(6) ビジネスイノベーションコース フィールドスタディⅡ 海外インターンシップ 

平成 23 年９月 

株式会社村元工作所 タイ事業所 METCO2 

新田ゼラチン株式会社 インド事業所 Nitta Gelatin India Limited 

(7) 地域イノベーションコース基礎実習 

平成 23 年 10 月 

株式会社デジタルアライアンス（兵庫県中小企業家同友会） 

(8) ＭＢＡ冠講座事業（ビジネスモデル論） 

平成23年12月３日～平成24年１月７日のうちの２日間 

株式会社イーエスプランニング（兵庫県中小企業家同友会） 
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有限会社プロシード（兵庫県中小企業家同友会） 

近畿タクシー株式会社 

株式会社ユーシステム 

(9) 中小企業診断士登録養成課程ソリューション実習 

平成24年１月 

株式会社ヤマシタワークス（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構） 

(10) 中小企業診断士登録養成課程製造業経営診断実習 

平成 24 年２月 

レザーゾー工業株式会社（三木金物商工協同組合連合会） 

フコクインダストリー株式会社（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構） 

 

人材育成事業 「地域カーボン・カウンセラー」養成講座  

日時 平成23年５月30日 

会場 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパスＡ115会議室 

内容 ６月17日までの15日間 

内閣府：地域社会雇用創造事業 

産学公人材イノベーション推進協議会連携団体の関連企業等、兵庫県等の一般市民対象 

集合研修９日間 

インターンシップ研修５日間 

個別カウンセリング１日間（修了者34名） 

 

４．共同研究・調査事業 

共同研究・調査事業 

(1) 広域振興等地域活性化事業（加東市・加東市商工会） 

(2) 山陰海岸ジオパーク調査研究事業 

(3) 「医療経営専門職業人」及び「介護経営専門職業人」養成に関する調査研究事業 

(4) ひょうご震災記念 21 世紀研究機構委託研究 

(5) 兵庫県中小企業家同友会ＮＴレポート特別調査アンケート  

(6) 尼崎経営塾（（公財）尼崎地域産業活性化機構） 

(7) 神戸信金ビジネスクラブ講演会（神戸信用金庫） 

(8) 神戸信金産学連携研究会（神戸信用金庫） 

(9) 三木産地振興ミーティング（三木金物商工協同組合連合会） 

(10) 淡信実業クラブ講演会（淡路信用金庫） 

(11) 兵庫県中小企業家同友会合同企業説明会（兵庫県中小企業家同友会） 

(12) 神戸製鋼グループ企業による MBA 学生との懇談会（尼崎市、（公財）尼崎地域産業活性化機構） 

(13) （公財）ひょうご産業活性化センター社外相談役（（公財）ひょうご産業活性化センター） 

 

５．連携組織運営事業 

第１回運営委員会 

日時 平成23年５月14日 

会場 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス 

内容 出席者 13 名 

平成 22 年度事業報告及び決算報告について 

平成 23 年度事業計画（案）及び予算（案）について 

産学公人材イノベーション推進協議会設置要綱変更について 
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平成24年度の事業内容 

１．連携協力協定締結 

産学公人材イノベーション推進協議会 連携協力協定締結機関 

平成 25 年２月 25 日締結 

(公財)太平洋人材交流センター(PREX)、信金中央金庫神戸支店 

 

２．連携組織間交流事業 

第３回シンポジウム「カリスマイノベーターに学ぶ！」 

日時 平成24年７月25日（水）18：00～20：00 

会場 神戸市産業振興センター９階901号室 

内容 【講演会】 

  「三方よしと現代企業経営の社会性とは」 

    講師：後藤敬一氏（滋賀ダイハツ販売株式会社 代表取締役社長） 

【ディスカッション】 

    講師：後藤敬一氏（滋賀ダイハツ販売株式会社 代表取締役社長）  

    コメンテーター：佐竹隆幸氏（産学公人材イノベーション推進協議会代表 

                  兵庫県立大学大学院経営研究科科長、教授） 

 

第２回ビジネスづくりセミナー 

日時 平成 24 年９月 26 日 

会場 豊岡市民プラザ 

内容 講演：中小企業の BCP（事業継続計画） 

講師：兵庫県立大学大学院経営研究科特任教授 上山修一 

 

第４回シンポジウム「カリスマイノベーターに学ぶ！」 

日時 平成25年２月25日（月）18：00～20：30 

会場 神戸市産業振興センター９階901号室 

内容 【講演会】 

  「ジュンク堂書店の経営戦略」 

    講師：工藤恭孝氏（株式会社ジュンク堂書店 代表取締役会長） 

【ディスカッション】 

    講師：工藤恭孝氏（株式会社ジュンク堂書店 代表取締役会長）  

    コメンテーター：佐竹隆幸氏（産学公人材イノベーション推進協議会代表 

                  兵庫県立大学大学院経営研究科科長、教授） 

 

３．人材育成・教育研究事業 

第２回医療マネジメントセミナー「医療マネジメントの変革」 

会場 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス三木記念講堂 

日時・内容 平成24年５月12日（土）13：00～16：20 

【講演】「超急性期病院の将来」 

    講師：藤原久義氏（兵庫県立尼崎病院院長） 

    コメンテーター：後藤 武氏（兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメントコ

ース特任教授） 

    コーディネーター：小山秀夫氏（兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメント

コース主任教授） 
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平成24年５月19日（土）13：00～16：20 

【講演】「医療マネジメントの見える化」 

    講師：川渕孝一氏（東京医科歯科大学大学員医歯学総合研究科医療経済分野教授） 

    コメンテーター：鳥邊晋司氏（兵庫県立大学大学院経営研究科前研究科長・教授） 

    コーディネーター：小山秀夫氏（兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメント

コース主任教授） 

平成24年５月26日（土）13：00～16：20 

【講演】「診療報酬政策と病院経営戦略」 

    講師：小山秀夫氏（兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメントコース主任教

授） 

    コメンテーター：高橋光子氏（診療情報管理士） 

    コーディネーター：鳥邊晋司氏（兵庫県立大学大学院経営研究科前研究科長・教授） 

平成24年９月１日（土）13：00～16：20 

【講演】「医療安全の制度と実践」 

    講師：兼児敏浩氏（三重大学医学部付属病院医療安全・感染管理部副部長） 

       藤澤由和氏（静岡県立大学経営情報学部准教授） 

    コメンテーター：兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメントコース第2回生

有志 

    コーディネーター：志田 力氏（兵庫県立大学大学院経営研究科医療マネジメント

コース特任教授） 

 

大学院経営研究科 教育研究事業 

(1) ＭＢＡ冠講座事業（経営戦略ケーススタディＡ） 

平成 24 年４月 18 日～７月 24 日のうちの８日間 

住友精密工業株式会社 講師１名（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構）  

パナソニックグループ 講師３名（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構） 

(2) ＭＢＡ冠講座事業（経営戦略ケーススタディＢ） 

平成 24 年６月２日～７月 21 日のうちの８日間 

神戸製鋼グループ 講師７名（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構） 

(3) ＭＢＡ冠講座事業（医療ファイナンス） 

平成 24 年７月 28 日～９月 15 日のうちの８日間 

兵庫県信用保証協会 講師４名 （兵庫県信用保証協会） 

(4) 中小企業診断士登録養成課程戦略策定Ⅰ実習  

平成24年７月 

三田チップ株式会社 

柳金属産業株式会社（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構） 

(5) ビジネスイノベーションコース フィールドスタディⅡ 海外インターンシップ 

平成 24 年８月 

株式会社村元工作所 フィリピン MAPLE 

新田ゼラチン株式会社 インド事業所 Nitta Gelatin India Limited 

(6) 中小企業診断士登録養成課程流通業実習   

平成 24 年９月 

有限会社モリモト（豊岡市） 

株式会社エスカ（豊岡市） 

(7) 地域イノベーションコースフィールドスタディⅠ 

平成 24 年９月 

伊丹阪急駅東商店会（伊丹市） 

カリヨン広場共同組合（兵庫県商工会連合会） 

(8) 中小企業診断士登録養成課程戦略策定Ⅱ実習 
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平成 24 年 10 月 

株式会社ショーゼン（兵庫県商工会連合会） 

株式会社ツダ（兵庫県商工会連合会） 

(9) 地域イノベーションコース基礎実習 

平成 24 年 10 月 

淡路市津名町広域（兵庫県商工会連合会） 

(10) 中小企業診断士登録養成課程総合ソリューション実習 

平成 25 年１月 

廣川電機株式会社（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構） 

スイコー株式会社 

(11) 中小企業診断士登録養成課程製造業実習 

平成 25 年２月 

株式会社特発三協製作所（尼崎市・(公財)尼崎地域産業活性化機構） 

株式会社共和電子製作所 

 

４．共同研究・調査事業 

共同研究・調査事業 

(1) 広域振興等地域活性化事業（兵庫県商工会連合会） 

(2) 山陰海岸ジオパークのソーシャル・ビジネスの創出 

(3) 神戸信用金庫産学連携研究会セミナー 

(4) 尼崎経営塾 

(5) 加東市地域活性化実施計画事業 

 

５．連携組織運営事業 

第１回運営委員会 

日時 平成 24 年７月 25 日 

会場 神戸市産業振興センター 

内容 出席者 18 名 

平成 23 年度事業報告及び決算報告について 

平成 24 年度事業計画（案）について 

産学公人材イノベーション推進協議会設置要綱変更について 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 2-10：「研究資料 本学経営専門職大学院教育の現状と課題－本経営研究科修了生及

び在校生対象のアンケート調査結果に基づいて－（草稿）」 

・実地検査時閲覧資料：「商大ビジネスレビュー」 

・「商大ビジネスレビュー：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/SBR/」 

・実地検査時閲覧資料： 

「第１期 中小企業診断士登録養成課程流通業診断実習報告書（１班）」 

「第１期 中小企業診断士登録養成課程製造業診断実習報告書（１班）」 

「第１期 中小企業診断士登録養成課程経営戦略・経営計画策定実習Ⅰ報告書（１班）」 

「第１期 中小企業診断士登録養成課程経営戦略・経営計画策定実習Ⅱ報告書（１班）」 

「第１期 中小企業診断士登録養成課程経営総合ソリューション実習報告書（１班）」等 
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【２ 教育の内容・方法、成果等の点検・評価】 

（１）検討及び改善が必要な点 

１.本研究科の目的は、連携を通じた「ビジネスづくり」教育を志向し、経営の「理論と実践の融

合」化を図ることであり、フィールドを取り入れた経営実践教育により多角的な分析力や意思決

定力を有したビジネスリーダーを育成し、地域経済を支える企業の活性化に対する連携を通じた

教育を進めることである。これらの達成に向けての教育は良好に実施されている。「実践経営学」

を享受しうる人材を育成し、さらにより教育目的に合致した教育方法が実現しうるよう教育方法

の改善を模索して行く。 

 

２.「産学公人材イノベーション推進協議会」には、従来の産学公連携による企業の成長、地域

の振興に加えて、地域活性化に役立つ人材の育成という設立目的がある。各組織・団体と新たな

形態の産学公連携としてのキャリア支援プログラムを創造していくことができる。ビジネスイノ

ベーションコースの平成 23 年度修了生は上記のように民間企業に就職したもの 10 名、大学院博

士後期課程に進学した者２名となっており、平成24年度修了生は民間企業に就職したもの６名、

大学院博士後期課程に進学した者１名、起業準備等２名となっている。社会人中心の他のコース

とは異なり、さらなるキャリア支援体制の確立は重要な課題となっている。 

 

３. 教務委員会では授業科目の見直し作業を行い、平成 24 年度からいくつかの科目を新設するこ

とにした。１つは、これからの国際社会の舞台で活躍する学生のグローバル・コミュニケーショ

ン教育を充実させるため、ビジネスイノベーションコースの正規発展科目として、「グローバル・

コミュニケーションⅠ、Ⅱ、Ⅲ」を開講した。また、実務経験を持たないビジネスイノベーショ

ンコースの学生に対して、経営戦略の理論や概念のみならず、それらを用いて経営戦略の策定を

行う「経営戦略コースワーク」を基礎科目に新設した。さらに、ビジネスと社会性の融合を両立

させる新しいビジネスモデルの構築に資する授業科目として、「ソーシャル・イノベーション」を

すべてのコースに新設配置した。このように本研究科では、絶えず社会の要請に応えるべく教育

課程や教育科目の編成の見直しと継続的改善に努めている。ビジネスイノベーションコースの学

生は大学を卒業して間もない社会経験のない学生で構成されているが、現時点では日本人と外国

人留学生とがほぼ半数ずつを占めている。今後日本語を母国語としない留学生が増える可能性と、

日本人学生のキャリア支援としての英語力向上といった視点から「英語を活用した授業構成」を

カリキュラム改革の 1つと位置づける必要があると考えている。 

 

４.「産学公人材イノベーション推進協議会」においては今後も兵庫県地域を中心とした産学連携

活動を推進していくが、連携の枠組みをさらに強化し、「地域に貢献できる人材」を育成していく。

社会人大学院生である地域イノベーションコースにおいては、今までのビジネス経験を活かし、

最新の経営理論を学ぶことで、その知識を生かしながら地域活性化に向けて貢献できる学生を育

成する。地域イノベーションコースに所属している社会人中心の中小企業診断士登録養成課程に

おいては、平成 23 年度修了生 16 名のうち４名は経営コンサルタントとして独立開業の道を選ん

だ。取得することが目的となりがちな資格であるが、重要なのは資格取得以降の実務経験の蓄積

による資質向上である。また医療マネジメントコースにおいては、情報発信と修了生のリカレン

ト教育を目的に、平成 23、24 年度に「医療マネジメントの変革」というテーマの下で、「医療マ
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ネジメントセミナー」を開いた。医療マネジメントコースの修了生２名が医療の現場の管理部門

に勤務先を変更し、１名が兵庫県の県立病院全体の管理責任者に従事することとなった。終了後

のリカレント教育にも力を入れており、さらなる成果が期待できる。 

 

５．修了生に対する授業評価のみならず「産学公人材イノベーション推進協議会」に参加してい

る連携組織・団体とそれにかかわる企業及び経営者と一層の交流を図り、経営研究科における教

育プログラムにかかわる外部の意見も参考にしながら、より教育目的に合致した教育方法が実現

しうるよう改善していく。 

 

（２）改善のためのプラン 

１．学生による授業評価アンケートだけでなく、実際に経営研究科を修了した学生の生の声を継

続して聞いたり、修了生に対するアンケート調査を行ったりすることは重要であると考え、平成

24 年 11 月、12 月にアンケート調査等を実施し、教育に関する評価できる点と改善を必要とする

点を明らかにした。この結果をもとに、必要に応じて教育プログラムの改善を進めていく。また、

固有の目的に従って教育プログラムを修了した本研究科修了生が社会にどれだけ貢献したかは、

最終的に本研究科の修了者が社会からどのように評価されるかによって検証されるものと考え

ている。そのため修了生やその進路先にインタビューを行うなどして、その結果を分析すること

が重要であると考えている。 

 

２．そこで産学公連携組織において社会貢献しうる「場」を形成し、修了生こそが経営資源とし

て「地域」で活躍していけるよう、「地域」活性化を「ソーシャル･イノベーション」の視点から

学んでいけるカリキュラム改革を実現していく。「地域」との相互依存関係が地域企業とグローバ

ル･ビジネスを強い信用力で結び付け、相互の発展をもたらしていく。「地域」を学んだ知識を実

験する「臨床」の場を活用し、地域再生・創造に貢献する能力を育成する。すでに確立された地

域貢献を柱とした産学公連携の実践により、さらなるキャリア支援体制の確立は可能である。 

 

３．ビジネスイノベーションコースの学生の国際競争力確立を志向し、平成 24年度にカリキュラ

ム改革を行ったが、英語でのみ実施する授業、留学生をフォローするＴＡ（ティーチング･アシス

タント）の採用等も検討しながら日本人と留学生の融合を図っていく必要がある。 

 

４．連携組織である「産学公人材イノベーション推進協議会」は本研究科修了の中小企業診断士

を中心に、活躍の場を提供していくことが可能であり、すでに平成 24 年度より地域貢献活動へ

の取組みを始めている。修了生資質のさらなる進化の可能性が醸成されている。 

 

５．すでに経営の「理論と実践の融合」化を図り、フィールドを取り入れた経営実践教育によっ

て教育プログラムも確立しているが、さらには本研究科の使命の１つでもある地域貢献として地

域経済活性化にいかに貢献できているかについて検証していくことも必要となる。 
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３ 教員・教員組織 
項目 13：専任教員数、構成等 

各経営系専門職大学院は、基本的な使命（mission）、固有の目的を実現することができるよう、

適切な教員組織を編制しなければならない。そのためには、専任教員数、専任教員としての能力

等についての関連法令を遵守しなければならない。また、理論と実務の架橋教育である点に留意

して、教員の構成にも配慮し、適切に教員を配置することが必要である。 

＜評価の視点＞ 

3-1：専任教員数に関して、法令上の基準を遵守していること。（「告示第 53 号」第１条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

3-2：専任教員は、１専攻に限り専任教員として取り扱われていること。（「告示第53号」第１条第５項。なお、

2013（平成25）年度まで、専門職大学院設置基準附則２が適用される｡）〔Ｌ群〕 

3-3：法令上必要とされる専任教員数の半数以上は、原則として教授で構成されていること。（「告示第53号」第

１条第６項）〔Ｌ群〕 

3-4：専任教員は、以下のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の指導能力を備えているこ

と。（「専門職」第５条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

１ 専攻分野について、教育上又は研究上の業績を有する者 

２ 専攻分野について、高度の技術・技能を有する者 

３ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者 

3-5：専任教員のうち実務家教員は、５年以上の実務経験を有し、かつ、高度の実務能力を有する教員であること。

（「告示第53号」第２条第１項）〔Ｌ群〕 

3-6：専任教員の編制は、経営系専門職大学院の教育が理論と実務の架橋教育にある点に留意しながら、経営系専

門職大学院の果たすべき基本的な使命の実現に適したものであること。〔Ｆ群〕 

3-7：専任教員のうち実務家教員の割合は、経営系各分野で必要とされる専任教員数のおおむね３割以上であるこ

と。（「告示第53号」第２条第１項、第２項）〔Ｌ群〕 

3-8：経営系各分野の特性に応じた基本的な科目、実務の基礎・技能を学ぶ科目、基礎知識を展開・発展させる科

目について専任教員を中心に適切に配置されていること。〔Ｆ群〕 

3-9：経営系各分野において理論性を重視する科目、実践性を重視する科目にそれぞれ適切な教員が配置されてい

ること。〔Ｆ群〕 

3-10：教育上主要と認められる授業科目については、原則として、専任の教授又は准教授が配置されていること。

〔Ｆ群〕 

3-11：教育上主要と認められる授業科目を兼担・兼任教員が担当する場合、その教員配置は、適切な基準・手続

によって行われていること。〔Ｆ群〕 

3-12：専任教員は、年齢のバランスを考慮して適切に構成されていること。（「大学院」第８条第５項）〔Ｌ群〕 

3-13：教員は、職業経歴、国際経験、性別等のバランスを考慮して適切に構成されていること。〔Ｆ群〕 

3-14：固有の目的に即して、教員組織の編制にどのような特色があるか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

3-1 専任教員数 

 

本研究科の教員組織は、平成 24 年５月１日現在で 16名であり、その内訳は図表 29のとおりで

ある。専門職大学院設置基準に定められた必要な専任教員数は 12 名であり、法令上の基準を満た

している。 
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図表 29 教員数（平成 24 年度） 

 専任 実・専 実・み 合計 

教 授 ８  ４ 12 

准教授 １ ３  ４ 

①専任  ：本研究科のみの専任教員で③以外の教員 

②実・専 ：実務家・専任教員 

③実・み ：実務家・みなし専任教員 

 

3-2 専任教員の所属 

 

本研究科の専任教員 16名は、すべて本研究科のみの専任教員である。 

 

3-3 専任教員の構成（教授、准教授） 

 

本研究科の専任教員 16 名のうち教授は 12 名、准教授は４名である。専門職大学院設置基準に

定められた必要な専任教員数は 12名であり、本研究科は当該基準を満たしている。また、法令上

必要とされる教授の数は、専任教員数の半数以上であるが、本研究科は当該基準も満たしている。 

 

3-4 専任教員の構成（研究者教員、実務家教員） 

 

本研究科の専任教員 16名のうち、「専攻分野について、教育上または研究上の業績を有する者」、

すなわち、大学において一定期間教育・研究に従事した経歴を有する研究者教員は９名である。

また、「専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者」（専門職大学

院設置基準第５条第３項）、すなわち、一定期間実務に従事した経歴を有する実務家教員は７名で

ある。以上から、担当する専門分野に関し高度の指導能力を備えている。 

 

3-5 実務家教員 

 

専門職大学院設置基準において、実務家教員は「専攻分野における実務の経験を有し、かつ、

高度の実務の能力を有する者」（第５条第３項）と規定されている。経営研究科教員の選考基準に

関する規程においても、実務家教員は「専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると

認められる者」（第３条第６号および第４条第５号）としており、一定期間実務に従事した経歴を

有する実務家が、大学における教育を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有するか否かを

判断する必要がある。 

本研究科では、経営研究科教員の選考基準に関する規程に基づき、「教員の選考は、人格、学歴、

職歴、著書、論文、学会又は社会における活動等に基づいて行わなければならない」としている

（第２条）。そして、実務家の場合は、大学における教員履歴を有しないのが通常であるから、実

務経験に加えて、著書その他の著作、講演会や研修会等の講師などの実績を基準にして、本研究

科の授業科目を担当できる能力を有するか否かを判断している。 
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また、採用にあたっては、詳細な教育研究業績書の提出を求めている。それに基づき判断した

結果、本研究科の実務家教員は、いずれも５年以上の実務経験を有し、かつ高度の実務能力を有

する教員で構成されている。 

 

3-6 専任教員の編制 

 

経営専門職大学院の教育の基本が、「理論と実践の融合」教育にある点を重視して、実践性を重

視する科目、つまり基礎科目では経営職業倫理と医療倫理、発展あるいは応用実践科目ではケー

ススタディ科目とフィールドスタディ科目においては、実務家教員を中心としながらも、理論と

のつながりが理解できるように、研究者教員も一緒になって講義の運営を図っており、経営専門

職大学院の果たすべき基本的な使命の実現に適したものとなっている。 

(3-1)に示したように、専任教員 16名のうち研究者教員９名（教授８名、准教授１名）、実務家

教員７名（教授４名、准教授３名）である。演習科目、フィールドスタディ科目のコース別担当

者数は図表 30のとおりである。 

 

図表 30 演習科目、フィールドスタディ科目のコース別担当者数 

コース 研究者教員 実務家教員 

ビジネスイノベーション ２ ２ 

地域イノベーション ４ ３ 

医療マネジメント ３ ２ 

 

また、各コースに主任教授と運営教授を配置し、研究科全体と各コースとの調整、学生の個別

対応等を行っており、円滑な運営を行うことができる体制を整えている。 

 

3-7  専任教員に占める実務家教員の割合 

 

本研究科の専任教員 16名のうち実務家教員は７名である。したがって、全専任教員に対する実

務家教員の割合は 43.8％であり、平成 15年文部科学省告示第 53号（専門職大学院に関し必要な

事項について定める件）で求められる「おおむね３割以上」を超えており、基準を満たしている。 

 

3-8 経営系各分野の特性に応じた各種科目における専任教員の配置 

 

本研究科の教育の柱となる領域である「経営学・ビジネス関係」「会計・財務マネジメント関係」

「マーケティング関係」「中小企業関係」「医療マネジメント関係」「経営診断関係」には専任教員

を配置し、これらの領域の基礎科目および応用実践科目は主要な科目であるので、専任教員が担

当している。それに加えて、経営専門職業人に求められる数学的思考能力を用いたデータ分析能

力の重要性に鑑みて、「経営科学・統計関係」に専任教員を配置している。 

また、基礎演習および専門演習は、すべて専任教員が担当している。さらに、現場実践型のケ

ーススタディ教育の一環として設けられているケーススタディ科目とフィールドスタディ科目に
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ついても、実務家教員を中心に研究者教員も加わって専任教員を適切に配置している。 

 

3-9  理論科目、実践科目における教員配置 

 

本研究科において理論面を重視する科目は、大学において一定期間教育・研究に従事した経歴

を有する教員を中心に配置されている。また、実践性を重視する科目は、基礎科目では経営職業

倫理と医療倫理、発展あるいは応用実践科目ではケーススタディ科目とフィールドスタディ科目

であるが、これらの科目は、実践的な問題解決能力を涵養するとともに、実務に適用し、実践で

きる職業倫理観を養うために、本経営研究科の教育の柱となる領域である。そこで、これらの科

目については実務家教員（非常勤教員も含む）も交えた適切な指導体制をとっている。 

 

3-10  教育上主要と認められる授業科目における専任教員の配置 

 

本研究科の領域別の専任教員数（16 名）は、平成 24 年５月１日現在において次のとおりであ

る。 

専任教員の専門領域   経営学・ビジネス系     （人数） ２人 

            会計・財務マネジメント関係      ３人 

            マーケティング関係          １人 

            経営科学・情報・統計関係       ２人 

            中小企業・地域経済関係        ３人 

            医療マネジメント関係         ３人 

            経営診断実務関係           ２人 

本研究科の教育の柱となる領域である「経営学・ビジネス関係」「会計・財務マネジメント関係」

「マーケティング関係」「中小企業・地域経済関係」「医療マネジメント関係」「経営診断関係」に

は専任教員を配置し、これらの領域の基礎科目および応用実践科目は主要な科目であるので、専

任教員が担当している。 

それに加えて、経営専門職業人に求められる数学的思考能力を用いたデータ分析能力の重要性

に鑑みて、「経営科学・情報・統計関係」に専任教員を配置している。また、基礎演習および専門

演習は、すべて専任教員が担当している。なお、本研究科の専任教員は、経営研究科教員の選考

基準に関する規程により、すべて教授と准教授で構成している。 

 

3-11 兼担・兼任教員の配置基準・手続 

 

本研究科の授業科目は、基礎科目、発展科目、応用実践科目に分けられる。平成 24 年度開講科

目についてみると、基礎科目 23 科目のうち、兼担教員が担当しているのは６科目、兼任教員が担

当しているのは２科目である。また発展科目 72 科目、応用実践科目 14 科目のうち、兼担教員が

担当しているのはそれぞれ 31 科目、０科目であり、兼任教員が担当しているのはそれぞれ 11 科

目、０科目である。合計すると、開講科目 109 科目のうち、兼担教員が担当しているのは 36 科目、

兼任教員が担当しているのは 13 科目である。 

兼任教員の選任にあたっては、その研究業績および教育実績を、実務家の場合は実務経験に加
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えて講演会や研修会等の講師などの実績を基準にして、本研究科の授業科目を担当できる能力を

有するか否かを判断するなど、適切な基準･手続きを踏んで行っている。 

 

3-12  専任教員の年齢バランス 

 

本研究科の専任教員 16名のうち、30歳代が１名、40 歳代が６名、50 歳代が６名、60 歳代が３

名であり、バランスよく配置されている。 

 

3-13  職業経歴、国際経験、性別等のバランスを考慮した教員構成 

 

(3-1)にも記載するように、専任教員 16 名中、10名は大学において一定期間教育・研究に従事

した経歴を有する教員である。また３名の実務家教員は、地域経済・中小企業関係の調査研究業

務歴５年以上を有する。さらに、みなし専任教員４名の内、２名は中小企業診断士の資格をもっ

ており、30年以上経営診断実務経験を有する教員であり、残り２名は医療マネジメントに係わる

実務家教員であり、１名は兵庫県病院事業管理者、もう１名は姫路循環器病センターの院長経験

者である。また、海外留学経験者は４名である。専任教員は全員男性である。 

 

3-14  固有の目的に即した教員組織編制の特色 

 

制度と実務の変化に対応するために、本研究科の実務家・みなし専任教員は特任教員（４名）

としている。本学の制度としては、兵庫県立大学客員教員設置要綱に基づき客員教員として採用

し、特任教授等の称号の付与に関する規程に基づき特任教授または特任准教授の称号を付与して

いる。なお、特任教員は、経営研究科教授会規程第７条に従い、学生の入学・退学・修了等、教

育課程、授業、試験・成績に関する審議に参加しており、専任教員としての役割を果たしている。 

 

（審議事項） 

第７条 教授会において審議する事項は次のものである。 

（１）研究科規程等の追補、変更に関する事項 

（２）大学規則等に係る評議会への申出に関する事項 

（３）教員の人事に関する事項 

（４）学生の入学、退学、除籍に関する事項 

（５）学生の修学、修了、賞罰に関する事項 

（６）教育課程及び履修方法に関する事項 

（７）授業に関する事項 

（８）開講科目並びにその担当教員の決定に関する事項 

（９）予算の要求と配分の基本方針に関する事項 

（10）試験及び成績の決定に関する事項 

（11）その他研究科に関する重要な事項 

２ みなし専任教員は、第４号から第８号及び第 10 号に関する事項にのみ、審議に出席することができる。 
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＜根拠資料＞ 

・「基礎データⅡ・１ 教員組織（表２）」 

・「基礎データⅡ・２ 専任教員個別表（表３）」 

・「基礎データⅡ・３ 専任教員の教育・研究業績（表４）」 

・添付資料 3-2：「経営研究科教員の選考基準に関する規程」 

・添付資料 3-7：「経営研究科教授会規程」 

・「経営研究科の教員組織：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/faculty.htm」 

 

 

項目 14：教員の募集・任免・昇格 

各経営系専門職大学院は、将来にわたり教育研究活動を維持するために十分な教育研究能力や

専門的知識・経験を備えた教員を任用するため、教員組織編制のための基本的方針や透明性のあ

る手続を定め、その公正な運用に努めることが必要である。 

＜評価の視点＞ 

3-15：教授、准教授、講師、助教や客員教員、任期付き教員等の教員組織編制のための基本的方針を有しており、

それに基づいた教員組織編制がなされていること。〔Ｆ群〕 

3-16：教員の募集・任免・昇格について、適切な内容の基準、手続に関する規程が定められ、運用されており、

特に、教育上の指導能力の評価が行われていること。〔Ｆ群〕 

＜現状の説明＞ 

3-15 教員組織編制のための基本的方針 

 

本研究科の教育の柱となる領域の授業科目は、専任教員が担当するという基本方針で教員組織

を編成している。それに加えて、学生による履修が系統的・段階的に行えるようにするために、

本研究科のカリキュラムを構成する授業科目は、基礎科目、発展科目、応用実践科目に分けられ

るが、この体系に基づき教員組織を編成している。 

基礎科目と、発展科目のうち原理的・理論的な性格の強い科目については、研究者教員を主と

して配置している。基礎科目の中の「経営職業倫理」、「医療倫理」、発展科目のうちより実践的な

性格の強い「経営戦略ケーススタディ」と、応用実践科目である「フィールドスタディⅠ」、「フ

ィールドスタディⅡ」、「フィールドスタディ」、「経営診断実習」､「経営戦略・経営計画策定実習」､

「経営総合ソリューション実習」については、実務家教員を中心に配置している。また、十分な

研究業績を有する実務家教員については、原理的・理論的な性格の強い科目と実践的な性格の強

い科目とを併せて担当するようにしている。こうした教員配置を行うことによって、経営専門職

大学院に求められる「理論と実践の融合」を主眼とする教育実施体制の実現を目指している。 

また、制度と実務の変化に対応するために、実務家・みなし専任教員は特任教員（４名）とし

ている。特任教員は任期つきのポストであるが、当初から一律の任期を定めるのではなく、特定

分野について高度の知見を有する専門家を招聘するという目的から、教育研究の必要性に応じて

見直しを行うことにしている。 
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3-16 教員の募集・任免・昇格に関する規程および運用 

 

本研究科では、経営研究科教員の選考基準に関する規程に基づき、「教員の選考は、人格、学歴、

職歴、著書、論文、学会又は社会における活動等に基づいて行わなければならない」としている

（第２条）。そして、教授および准教授の資格について次のように定めており、研究者教員は大学

学部および大学院における教育研究実績に基づいて、また、実務家教員は実務家として十分なキ

ャリアに加えて講演会や研修会の講師などの実績に基づいて選考している。 

 

（教授の資格） 

第３条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふ

さわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。 

（１）博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績を有する者 

（２）公刊された著書、論文、報告等により前号の学位を有する者に相当する研究上の業績があると認められる

者 

（３）学位規則（昭和 28 年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれに

相当する学位を含む。）を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 

（４）大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含

む。）のある者 

（５）芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者 

（６）専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

（准教授の資格） 

第４条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するに

ふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。 

（１）前条各号のいずれかに該当する者 

（２）大学において３年以上助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに該当する職員とし

ての経歴を含む。）のある者 

（３）修士の学位又は学位規則第５条の２に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学

位を含む。）を有する者 

（４）研究所、試験所、調査所等に３年以上在職し、研究上の業績を有する者 

（５）専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者 

 

また、教員の募集・任免・昇格の手続については、経営研究科教員選考規程および経営研究科

教員選考委員会規程がある。教員選考委員会は５名程度（ただし採用の場合は外部委員２名を加

える）の委員でもって組織し、その責任のもとに適正に処理している。特に採用においては、専

攻分野の専門的知識を有する外部委員２名の意見を聴取する機会を設けている。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-4：「研究科の設置の趣旨等を記載した書類」 

・添付資料 3-1：「兵庫県立大学経営研究科教員選考規程」 

・添付資料 3-2：「経営研究科教員の選考基準に関する規程」 

・添付資料 3-3：「経営研究科教員選考委員会規程」 
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・添付資料 3-4：「兵庫県立大学客員教員設置要綱」 

・添付資料 3-5：「兵庫県立大学特任教授等の称号の付与に関する規程」 

 

 

項目 15：専任教員の教育研究環境の整備、教育研究活動等の評価 

各経営系専門職大学院は、専任教員の学問的創造性を伸長し、十分な教育研究活動をなし得る

よう、その環境を整えるとともに、専任教員の教育活動、研究活動の有効性、社会への貢献及び

組織内運営等への貢献について検証し、専任教員の諸活動の改善・向上に努めることが必要であ

る。 

＜評価の視点＞ 

3-17：専任教員の授業担当時間は、教育の準備及び研究に配慮したものとなっていること。〔Ｆ群〕 

3-18：専任教員に対する個人研究費が適切に配分されるとともに、個別研究室の整備等、十分な教育研究環境が

用意されていること。〔Ｆ群〕 

3-19：専任教員の教育研究活動に必要な機会（例えば、研究専念期間制度）が保証されていること。〔Ｆ群〕 

3-20：専任教員の教育活動について、適切に評価する仕組みが整備されていること。〔Ｆ群〕 

3-21：専任教員の研究活動について、適切に評価する仕組みが整備されていること。〔Ｆ群〕 

3-22：専任教員の社会への貢献及び組織内運営等への貢献について、適切に評価する仕組みが整備されているこ

と。〔Ｆ群〕 

3-23：専任教員の教育活動、研究活動、社会への貢献及び組織内運営等への貢献を推奨するために、どのような

特色ある取組みがあるか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

3-17  専任教員の授業担当時間 

 

専門職大学院の授業は高度に専門化されたレベルであるため、教員は相当程度の準備が必要で

ある。本研究科では、それらの準備が可能なように専任教員の授業担当時間に配慮している。本

研究科では、経営学部の授業も含め、通常、教授の場合には、１年間に４単位換算で４コマ、准

教授の場合には、３コマの授業を担当する。なお、この基準に照らして一時的に超過負担になる

場合は、速やかに解消し、数年間でみて平準化されるようにしている。 

 

3-18 専任教員に対する個人研究費、教育研究環境 

 

本研究科では教員個人に一律に配分する「個人研究費」という考えはなく、限られた資源を本

研究科の目的を達成する観点から配分している。しかし、それは決して専任教員の教育研究活動

に必要な資金を配分しないということを意味するのではない。本研究科のある神戸学園都市キャ

ンパスに立地する学部に所属する教員の個人研究費と同額を最低限保障した上で、本研究科に配

分される入試経費、特色化推進費、兵庫県立大学特別教育研究助成金等を、本研究科の目的を達

成するために必要な教育研究活動に戦略的に配分するという意味である。そして、平成 24年度の

教員研究費執行額（特任を含む 16名分）は図表 31 のとおりである。 
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図表 31 経営研究科教員研究費執行額（平成 24年度） 

図書費 備品費 消耗品費 旅 費 合 計 

610千円 2,023千円 2,417千円 1,275千円 6,325千円 

 

特任教員４名を含む、専任教員 16 名全員が神戸学園都市キャンパス内で各１室の個別研究室を

使用している。１室当たりの平均面積は 19.81 ㎡である。個別研究室には次の備品を標準装備し

ている。ただし、教員本人が必要ないと認めた備品は備えていないことがある。 

 

机および椅子、電気スタンド、ソファーベッドまたは応接テーブル（いずれかを選択）、書

架、衝立、更衣ロッカー、傘立て、ＰＣおよびプリンタ 

 

また、個別研究室では情報処理教育システムを利用して、ウェブ閲覧、大学専用のメールアドレ

スの利用、本学が用意した電子ジャーナルの閲覧、数値解析 Mathematica のリモート使用などが

可能である。 

 

3-19 専任教員の教育研究活動に必要な機会 

 

本学の場合、内地留学および在外研究員の制度がある。前者は、「教員を国、公、私立の大学そ

の他の教育研究機関に派遣し、特別の題目につき研究せしめ、教授力向上の機会を与え教育の振

興を図ること」（教育職員内地留学に関する内規第２条）を目的とし、後者は、「その者の専攻す

る学問分野等について研究調査し、教授又は研究の能力等を向上させること」（県立大学教育職員

の在外研究員等の取扱内規第２条第１号）を目的としている。平成 24 年度、本研究科の教員１名

が在外研究員制度（短期）を利用した。 

 

3-20 専任教員の教育活動を評価する仕組み 

 

本学では、「教員の教育・研究・社会貢献等の活動状況とその成果を多角的に評価することを通

じ、教員自らの活動を自己点検し、さらに改善・活性化させる契機とするとともに、本学の教育・

研究・社会貢献及び大学運営の充実発展に寄与すること」を目的として、全専任教員（特任教員

を除く）を対象とした教員評価制度を導入している。その対象領域は、教育活動、研究活動、社

会貢献、管理運営であり、対象期間は、原則として過去３～５年間である。ただし、本研究科の

場合、特任教員の活動状況および貢献度を把握するため、特任教員も対象に含めている。 

 教育活動に関する評価項目は、①大学院学生（博士前・後期課程）の直接指導人数、②学位論

文の指導人数（学部・大学院）、③クラス担任、進路・就職指導、④課外活動責任者等、⑤学生生

活相談・指導、⑥指導した学部学生や大学院学生が学術雑誌等に発表した論文（学位取得者（学

部、博士前期・後期課程）の氏名、学籍番号、論文題名等）、⑦指導した学部学生や大学院学生の

学会発表、国内会議論文、受賞等、⑧研究生、留学生等の受入人数と指導人数（日本学術振興会

特別研究員等の受入人数、外国人研究員等の受入人数）、⑨教育活動の実施状況（開講科目名（学

部･大学院）、前・後期および選択・必修の別、受講人数）、⑩教育活動改善への取組状況（担当科

目（学部および大学院）シラバスの適格度、講義の準備状況、オフィス・アワーの実施状況、講
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義の公開、ＦＤへの参加、新たな教育プロジェクトの企画・推進等）、⑪講義の実施状況（休講と

その措置等）、⑫学生による授業評価アンケートとその活用、⑬学部および大学院学生の海外留学

（実験やディスカッションのための短期滞在を含む）、⑭教育活動に対する受賞、⑮その他、であ

る。 

 

3-21 専任教員の研究活動を評価する仕組み 

 

前述のように、本学では教員評価制度を導入している。研究活動に関する評価項目は、①学術

論文（原著論文（査読制度のあるもの）、その他（総説、解説、紀要、プロシーディング等））、②

著書、③学術書・論文等の翻訳、④書評、⑤国際学会における発表（招待講演・基調講演・一般

口頭発表・ポスター）、⑥国内学会における発表、⑦招待講演・基調講演・一般口頭発表・ポスタ

ー、⑦学会活動、⑧研究業績に対する受賞、⑨特許等、⑩国際交流（国外の大学・研究機関・企

業との共同研究、外国人研究者招聘等）、⑪海外での研究（客員教授、客員研究員等）、⑫国内交

流（国内の大学・研究機関・企業との共同研究）、⑬海外出張（学会、研究機関、企業等訪問）、

⑭その他、である。 

 

3-22 専任教員の社会への貢献及び組織内運営等への貢献を評価する仕組み 

 

前述のように、本学では教員評価制度を導入している。運営への貢献に関する評価項目は、①

副学長、②部局長、学生部長、学生副部長、学部学生部長、センター長、副センター長、附置研

究所次長、学術情報館長、③評議員、運営協議会委員、④学長特別補佐、センター長補佐、⑤全

学委員会委員（長）、部会等の委員（長）、⑥部局委員会委員（長）、部会等の委員（長）、⑦その

他、である。 

 

3-23 専任教員の教育活動、研究活動、社会への貢献及び組織内運営等への貢献を推奨するため

の取組み 

 

専任教員の教育、研究、社会貢献、組織運営等への貢献を推奨する取組みとしては、上記の教

員評価制度のなかで各項目の実績を明記して本人の認識を喚起するとともに、教育活動において

学生に対する教育効果で顕著な成果が見られた場合は、大学のニュースリリースを通じてその功

績を発表している。平成 23 年度ビジネスイノベーションコース１回生が「フィールドスタディⅠ」

で日本酒醸造メーカーと共同で行った新製品開発プロジェクトでは、実際に１つの新商品が市場

販売にまでこぎつけた。この科目の担当教員は学生とともに新聞でも報道されるとともに、本研

究科ホームページ上でも紹介された。なお教員の教育活動のみならず、その他の諸活動において

も、できる限り本研究科ホームページで取り上げ紹介することにより、教員の活躍を広く対外的

にアピールすることでやる気と貢献を引き出そうとしている。 

本研究科の学会等および社会における主な活動として、学会活動としては多国籍企業学会副会

長、日本介護経営学会副理事長、日本経営財務研究学会副会長、組織開発学会理事、日本信頼性

学会理事、日本中小企業学会常任理事（西部部会代表･事務局長）、病院管理学会理事を務め、ま

た、兵庫地方最低賃金審議会会長、兵庫県公社等経営評価委員会委員長、兵庫県ひょうご地域金
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融懇話会座長、神戸市神戸ワークネットワーク（神戸就業促進協議会）運営委員会委員長、尼崎

市ものづくり雇用創造促進協議会会長、尼崎市地域産業活性化協議会会長、大阪府中小企業経営

革新支援事業費補助金審査会委員長、兵庫県阪神南県民局阪神南地域産業戦略研究会会長、加東

市総合計画審議会委員、尼崎都市開発審議会委員、シルバーサービス振興会理事、国立大学附属

病院評価委員会評価委員、神戸市中小企業活性化プログラム策定検討委員会委員、 兵庫県中小企

業家同友会経営環境改善委員、神戸商工会議所第二創業研究会コーディネーター等の役割を果た

している。 

 

＜根拠資料＞ 

・「基礎データⅡ・２ 専任教員個別表（表３）」 

・添付資料 3-6：「経営研究科教員評価委員会規程」 

・添付資料 3-7：「教育職員内地留学に関する内規」 

・添付資料 3-8：「県立大学教育職員の在外研究員等の取扱内規」 

・添付資料 3-9：「平成 23 年度 教員活動報告書（記載例）」 

 

【３ 教員・教員組織の点検・評価】 

（１）検討及び改善が必要な点 

 本研究科の専任教員構成は、専任教員数、教授数、実務家教員数といった量的基準、及び理論

科目と実践科目における教員配置や主要授業科目への専任教員の配置といった質的基準のいずれ

においても、十分にそれら基準をクリアした内容となっている。 

 なお、開設当初の 2年間は、専任教員（当時は 18 名）のうち３名が、他学部・研究科の専任教

員としてもカウントされる「二重籍」状態にあった。これは、平成 25 年度までの暫定措置（専門

職大学院設置基準附則２の適用）であり、早期に解消すべきものと考え、平成 24 年度から解消し

た。 

 

（２）改善のためのプラン 

先にも述べたように、平成 24年度からは、他学部・研究科の専任教員としてもカウントされ

る３名枠を外して「二重籍」を解消し、全専任教員が本研究科に限り専任教員として扱われる

ようにした。そして平成 24 年度から、専任教員１名を追加して 16 名体制とした。 
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４ 学生の受け入れ 

項目 16：学生の受け入れ方針、定員管理 

各経営系専門職大学院は、基本的な使命（mission）、固有の目的の実現のために、明確な学生

の受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）を設定し、その方針に基づき、適切な選抜方法・

手続等を設定するとともに、事前にこれらを公表することが必要である。また、各経営系専門職

大学院の教育にふさわしい環境を継続的に確保するために、入学定員に対する入学者数及び学生

収容定員に対する在籍学生数を適正に管理することが必要である。さらに、固有の目的を実現す

るため、受け入れる学生の対象を設定し、そうした学生を受け入れるための特色ある取組みを実

施することが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

4-1：明確な学生の受け入れ方針が設定され、かつ公表されていること。（「学教法施規」第172条の２）〔Ｆ群、

Ｌ群〕 

4-2：学生の受け入れ方針に基づき、適切な選抜基準・方法・手続が設定されていること。〔Ｆ群〕 

4-3：選抜方法・手続が事前に入学志願者をはじめ広く社会に公表されていること。〔Ｆ群〕 

4-4：入学者選抜にあたっては、学生の受け入れ方針、選抜基準・方法に適った学生を的確かつ客観的な評価によ

って受け入れていること。〔Ｆ群〕 

4-5：入学定員に対する入学者数、学生収容定員に対する在籍学生数が適正に管理されていること。（「大学院」

第10条第３項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

4-6：受け入れ学生の対象は、固有の目的に即して、どのように設定されているか。また、そうした学生を受け入

れるために、どのような特色ある取組みを行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

4-1 学生の受け入れ方針の設定、公表 

 

本研究科の学生の受け入れ方針は、「経営研究科は、最新かつ高度な経営知識を学びつつ、それ

らを経営実践の場で有効に活用できる経営プロフェッショナルの養成を目的とし、次に掲げる将

来像を描く人材を受け入れる。①学問体系に裏付けられた実践的なマネジメントを学び、優れた

経営感覚と経営手法を身に付けたビジネスリーダー、②自らビジネスアイデアを実現できる事業

家、③地域経済活性化において中心的に活躍できる中堅･中小企業の経営人材、④地域経済活性化

に資する、高度な経営理論を具備した中小企業診断士、⑤卓越した民間のマネジメント手法を駆

使する経営センスを身につけた医療機関の次世代管理者、⑥研究機関やシンクタンク等で活躍す

る研究員。」である。これは、「専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための

深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする」（専門職大学院設置基準第２条第１項）とい

う専門職学位課程の目的に沿うものである。 

アドミッション・ポリシーは、学生募集要項、ホームページ、パンフレット等に記載している。

また、入試説明会では必ず言及している。なお、受験者のほとんどは、ホームページを通じて本

研究科の情報を入手していることを確認している。 

 

4-2 学生の受け入れ方針に基づいた、選抜基準・方法・手続の設定 

 

先に記載した受け入れ方針に基づき学生の選抜を行っている。本研究科では、平成 25年度入試
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（平成 24年度実施）において、図表 32のように入学試験を実施した。 

 

図表 32 入学試験の実施状況（平成 24年度） 

種 別 試験実施日 募集コース 選抜方法 

推薦入試 平成 24 年 11 月 17 日（土） ビジネス、医療 口述試験 

一般入試 平成 24 年９月 15 日（土） ビジネス 小論文 

面接試験 平成 24 年 11 月 17 日（土） 地域、医療 

平成 25 年１月 26 日（土） ビジネス、地域 

平成 25 年３月２日（土） 地域（養成課程を除く）、医療 

外国人留学生特別選抜 平成 24 年９月 15 日（土） ビジネス 小論文 

面接試験 平成 25 年１月 26 日（土） 

※ビジネス：ビジネスイノベーションコース、地域：地域イノベーションコース 

医療：医療マネジメントコース、養成課程：中小企業診断士登録養成課程 

 

記述式の試験では、すべてのコースに共通問題として、時事問題をテーマとする小論文試験を

行っている。また各コースの特色に応じて、ビジネスイノベーションコースでは英語を含む小論

文、地域イノベーションコースでは中小企業の経営問題や地域を活性化させる企業の取組みを題

材とする小論文、医療マネジメントコースでは医療問題と病院経営に関わる小論文を出題してい

る。小論文の出題傾向を一定にすることで、入試間の比較、経年での比較が可能となり、入学者

の水準を一定に保つよう努めている。各試験で行われる面接試験については、採点基準を示した

上で、３名体制で行うことで、面接内容の平準化を図り、公平性の実現に努めている。また、ビ

ジネスイノベーションコースと医療マネジメントコースで行われる推薦入試については、口述試

験を行っている。口述試験においては、口述試験用問題を作成し、各学生の専門分野での知識を

引き出し、その点を評価し、多様な人材を選抜できるようにしている。 

 

4-3 選抜方法・手続の公表 

 

平成 24 年度は、平成 25度入試に向けて、図表 33に示すような入試説明会を開催した。いずれ

の入試説明会でも、本研究科のホームページやパンフレットに記載しているように、①研究科の

概要、②人材育成のターゲットとアドミッション・ポリシー、③カリキュラムの特徴、④科目体

系、⑤教員組織、⑥入試の概要、⑥学費・教育環境について説明している。なお、いずれもホー

ムページに開催案内を掲載している。また、事前の問い合わせは、電話（学務課）や専用のメー

ルアドレスで受けている。 

 

図表 33 入学説明会の開催状況（平成 24 年度） 

 日 程 場 所 参加人数 

学内説明会 平成 24 年７月４日（水） 研究棟 I A115 教室 ８名 

オープンキャンパス 平成 24 年７月 14 日（土） 本部棟 20 名 

三宮・学外説明会 平成 24 年 10 月７日（日） 神戸市三宮 34 名 
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学内入試説明会 平成 24 年 10 月 10 日（水） 研究棟 I A115 教室 ８名 

学内入試説明会 平成 24 年 12 月 12 日（水） 研究棟 I A115 教室 11 名 

合計参加人数 81 名 

 

4-4 学生の受け入れ方針、選抜基準・方法に適った学生の受け入れ 

 

受験者の評価にあたっては、受験者のキャリアプランは明確であるか、それに相応しい資質お

よびそれを実現するに足る能力を備えているかという観点から行われる。小論文はもちろんのこ

と、面接試験および口述試験においても一定の基準のもとに受験者の成績は得点で示される。ま

た、提出された書類（履歴書、学部の成績証明書および志望理由書）の内容を吟味して得点に反

映させている。 

 

4-5 入学者数、在籍学生数の管理 

 

本研究科の入学試験実施結果は、図表 34のとおりである。入学定員と入学者数はほぼ一致して

いる。また、転入学は認めていないので、在籍者は適正に管理されている。なお、入学試験の結

果は本研究科のホームページに公表している。 

 

図表 34 入学試験結果 

※カッコ内は、うち中小企業診断士登録養成課程 

 コース 定員 

（Ｂ） 

志願者 受験者 

（Ａ） 

合格者 入学者 倍率 

（Ａ／Ｂ） 

平成 22 年度

入試（平成 21

年度実施） 

ビジネスイノベーション 約 10 45 43 13 12 4.3 

地域イノベーション 約 20 74(62) 72(61) 22(16) 21(16) 3.6 

医療マネジメント 約 10 29 29 12 12 2.9 

合計 40 148 144 47 45 3.6 

（うち中小企業診断士登

録養成課程） 
約 15 62 61 17 16 4.1 

平成 23 年度

入試（平成 22

年度実施） 

ビジネスイノベーション 約 10 28(1) 27(1) 12(1) 10(1) 2.7 

地域イノベーション 約 20 67(52) 66(51) 24(15) 22(14) 3.3 

医療マネジメント 約 10 37 37 16 16 3.7 

合計 40 132  130 52 48 3.3 

（うち中小企業診断士登

録養成課程） 
約 15 53 52 16 15 3.5 

平成 24 年度

入試（平成 23

年度実施） 

ビジネスイノベーション 約 10 22 21 13 12 2.1 

地域イノベーション 約 20 46(34) 46(34) 25(16) 24(16) 2.3 

医療マネジメント 約 10 32 31 14 14 3.1 

合計 40 100 98 52 50 2.5 

（うち中小企業診断士登 約 15 34 34 16 16 2.3 
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録養成課程） 

平成 25 年度

入試（平成 24

年度実施） 

ビジネスイノベーション 約 10 17(1) 17(1) 10(1) 10(1) 1.7 

地域イノベーション 約 20 67(52) 67(52) 27(15) 26(15) 3.4 

医療マネジメント 約 10 20 20 12 12 2.0 

合計 40 104 104 49 48 2.6 

（うち中小企業診断士登

録養成課程） 
約 15 53 53 16 16 3.5 

 

4-6 固有の目的に即した受け入れ学生の対象、および、学生受け入れのための取組み 

 

本研究科では、異なる選抜方法を採用することにより受験者に多様な機会を提供することを意

図して、一般入試、推薦入試、外国人留学生特別選抜を実施している。また、一般入試は、小論

文形式の筆記試験を課しており、ビジネスイノベーションコースについては９月入試および１月

入試、地域イノベーションコースについては 11月入試と１月入試と３月入試、医療マネジメント

コースについては 11 月入試と３月入試で行っている。小論文の出題においては、各コースの特徴

を意識して、ビジネスイノベーションコースでは英語能力を問うような課題、地域イノベーショ

ンコースについては地域の企業が抱える経営課題、医療マネジメントコースについては医療機関

が抱える経営課題を中心に選択できるようにしている。いずれの入試においても、受験者の評価

にあたっては、アドミッション・ポリシーに基づいて、受験者のキャリアプランは明確であるか、

それに相応しい資質およびそれを実現するに足る能力を備えているかという観点から行われる。 

ビジネスイノベーションコースの９月入試（一般および外国人特別選抜）は、通常の卒業見込者

および既卒者のみを対象としている。早期卒業見込者および飛び級対象者は受験できないことに

している。その理由は、入試実施日には２年分の成績しかないため、判断材料として十分でない

と考えるからである。受験生は少ないが、既卒者および卒業見込み者に対して早期に進路を示す

上で有効に機能している。 

推薦入試（11 月実施）は、ビジネスイノベーションコースおよび医療マネジメントコースで実

施している。推薦入試は筆記試験を課していないため、受験者の基礎的能力を、ビジネスイノベ

ーションコースにあたっては、大学学部の成績、様々な資格試験の結果等に基づいて判断してい

る。また、医療マネジメントコースにあたっては、実務経験上の実績、学習履歴等に基づいて判

断している。加えて、現在の問題意識や探究心を図る目的で口述試験を実施している。口述試験

では、自身が抱く問題関心について、どれぐらい新しい知識を習得しているかということを問う

ような質問を行っている。 

 

＜根拠資料＞ 

・「基礎データⅢ」 

・添付資料 1-2：「兵庫県立大学大学院経営研究科（専門職大学院）学生募集要項」 

・添付資料 1-3：「経営研究科パンフレット（平成 24 年度）」 

・「経営研究科学生の受け入れ方針：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/policy.htm」 

・「入学説明会／オープンキャンパス：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/entrance/event.htm」 
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・「入試結果：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/entrance/result.htm」 

 

 

項目 17：入学者選抜の実施体制・検証方法 

各経営系専門職大学院は、入学者選抜について責任ある実施体制の下で、適切かつ公正に実施

することが必要である。また、学生の受け入れのあり方を検証するための組織体制・仕組みを設

け、継続的に検証することが望ましい。さらに、固有の目的に基づき、特色を伸長するため、入

学者選抜の実施体制等について特色ある取組みを行うことが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

4-7：入学者選抜が責任ある実施体制の下で、適切かつ公正に実施されていること。〔Ｆ群〕 

4-8：学生の受け入れ方針、対象及び選抜基準・方法等、学生の受け入れのあり方を検証するために、どのような

組織体制・仕組みを設け、継続的に検証しているか。〔Ａ群〕 

4-9：固有の目的に即して、入学者選抜の実施体制等に関してどのような特色ある取組みを行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

4-7 入学者選抜の実施 

 

本研究科では入学試験委員会が責任をもって入学試験を実施している。当該委員会は、研究科

長を長とし、６名の委員から構成されている。選抜方法、選抜日程、出願資格の決定等を教授会

で決定した後、入学試験委員会が、出題採点者、問題点検者、口述試験および面接試験の担当者

その他実施に関わるすべての事項を決定している。実施体制としては、研究科長を実施責任者、

入学試験委員会副委員長を運営責任者とし、本研究科の全専任教員および学務課の事務職員によ

って入学試験を実施している。実施要項その他のマニュアルは独自に作成している。また、合否

判定については、入学試験委員会が資料を取りまとめ、教授会で決定している。 

 

4-8 入学者選抜の検証 

 

入学試験制度委員会を設けて、入試結果を踏まえて、入試のあり方について、毎年度検討を行

っている。変更すべき点があれば、入試制度委員会が教授会に提案し、教授会で審議し決定して

いる。これまで、地域イノベーションコースの推薦入試の廃止のほか、平成 23 年度入試（平成

22 年度実施）から学力検査の出題形式のパターン化を進めている。パターン化とは、全コース共

通問題、各コースの選択問題という形で出題形式を固定することで、年度内の受験生の各入試間

の比較が可能となり、入学者の学力の質の確保を実現している。また、年度間の趨勢的傾向も判

断できることから、継続的に一定の選抜基準で質の高い学生を受け入れることが可能となってい

る。 

 

4-9 固有の目的に即した取組み 

 

ビジネスイノベーションコースは、就業経験のない学卒者を対象としたコースである。学部４

回生が進路選択を出来る９月（一般入試）、学部の成績優秀な３回生の学業成績がほぼわかり３年

次卒業や飛び級が判定できる 11 月（推薦入試）と１月（一般入試）という時期に入試を実施する
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体制を作っている。地域イノベーションコースでは、11 月、１月、３月と３回の入試(一般入試)

を実施している。中小企業診断士を目指す人材や地域の企業経営に携わる人材が受験してくるた

めに、実務家教員をはじめとする実務経験のある教員を面接官に加えている。医療マネジメント

コースでは、11 月（一般・推薦入試）、３月（一般入試）に行っている。医療機関の経営責任者

に加えて、医師・看護師・技師といった次世代の経営者を目指す学生が受験するために、医療機

関での実務経験がある教員と一般の教員がチームを組んで選考に当たる体制を整えている。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 4-1：「経営研究科入学試験委員会規程」 

・添付資料 4-2：「経営研究科入学試験制度委員会規程」 

・添付資料 4-3：「経営研究科入学試験実施要領」 

・添付資料 4-4：「中小企業診断士登録養成課程 入学者の選考要領」 

 

【４ 学生の受け入れの点検・評価】 

（１）検討及び改善が必要な点 

学生の受け入れについては、入学試験の方法や時期についての広報活動に、積極的に取り組ん

でいる。現在、オープンキャンパスや進学説明会など、日時等の告知を行い、入学希望者に説明

を行う形式をとっている。本研究科への進学を目指している人たちへの働きかけ、受験へとつな

がるように努めている。合わせて、本研究科への進学が念頭になかった人に対しても本学の教育

プログラムを説明することで、その内容に共感し、受験を目指す学生が見られるようになってい

る。 

 

（２）改善のためのプラン 

１．アドミッション・ポリシーにある経営プロフェッショナル人材を養成するために、継続的な

学生の受け入れ態勢の整備が必要である。特に、本研究科の設置の母体となった経営学部との連

携を強化して、経営プロフェッショナル人材の５年もしくは６年の一貫した教育体制を推進して

いる。あわせて、理系学部で教育を受けた学生にも、経営プロフェッショナル人材として成長す

る可能性があり、本研究科における教育内容の広報活動を進めている。 

 

２．土曜日の授業を中心に実施している社会人向け地域イノベーションコース・医療マネジメ

ントコースについては現在十分な数の受験者を得ている。今後も、コースの維持・発展に向け

て、継続的な入学希望者を確保することが必要であるので、経営研究科の教育成果を積極的に

公表に努めている。また、研究科が開催するセミナーなどを通じて、本研究科修了後のリカレ

ント教育を進めていることも情報発信していきたい。 
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５ 学生支援 

項目 18：学生支援 

各経営系専門職大学院は、学生生活及び修了後のキャリア形成、進路選択等に関する相談・支

援体制を適切に整備するとともに、こうした体制を学生に十分周知し、効果的に支援を行うこと

が必要である。また、学生が学習に専念できるよう、各種ハラスメントに関する規程及び相談体

制、奨学金などの学生への経済的支援に関する相談・支援体制を適切に整備し、学生に周知する

ことが必要である。さらに、障がいのある者、留学生、社会人学生等を受け入れるための支援体

制、学生の自主的な活動や修了生の同窓会組織に対する支援体制を整備し、支援することが望ま

しい。くわえて、学生支援について、固有の目的に即した取組みを実施し、特色の伸長に努める

ことが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

5-1：学生生活に関する相談・支援体制が適切に整備され、効果的に支援が行われていること。〔Ｆ群〕 

5-2：各種ハラスメントに関する規程及び相談体制が適切に整備され、それが学生に周知されていること。〔Ｆ群〕 

5-3：奨学金などの学生への経済的支援についての相談・支援体制が適切に整備されていること。〔Ｆ群〕 

5-4：学生の課程修了後を見越したキャリア形成、進路選択等に関わる相談・支援体制が適切に整備され、効果的

に支援が行われているか。〔Ａ群〕 

5-5：障がいのある者、留学生、社会人学生等を受け入れるための支援体制が適切に整備され、支援が行われてい

るか。〔Ａ群〕 

5-6：学生の自主的な活動、修了生の同窓会組織に対して、どのような支援体制を整備し、支援を行っているか。

〔Ａ群〕 

5-7：固有の目的に即して、学生支援としてどのような特色ある取組みを行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

5-1 学生生活に関する相談・支援体制 

 

本研究科では、入学時にオリエンテーションを実施し、学生生活に関する指導を行っている。

また、各コースの主任教授と運営教授が、学生生活全般の相談員としての役割も兼ねており、個

別の相談に応じるとともに、研究科として組織的に対応すべき問題が生じたときには、学生生活

委員会や教授会で検討し対処している。 

学生の心身の健康を保持・増進するための適切な相談・支援体制の整備については、学校保健

法第６条に基づいて、毎年度４月に定期健康診断を実施している。また、保健センターが、病気

やけがなどの応急処置を行い、必要な場合には病院の紹介を行う体制をとっている。心の健康に

ついては、保健センターや学務課（学生支援担当）が窓口となっている。そして、毎週水曜日の

午後、臨床心理士が学生の相談に応じる「心の相談室」を設けている。 

また、近年の麻疹や新型インフルエンザ等の感染症には、全学的な体制で対応するとともに、

本研究科として緊急連絡網への登録を学生に義務付けており、迅速な対応ができるようにしてい

る。 

 

5-2  各種ハラスメントに関する規程及び相談体制、学生への周知 

 

本学では、「ハラスメント対策に関するガイドライン」を設け、全学的な体制を整えている（図
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表 35 はハラスメントに対する大学の対応を示す）。そのもとで本研究科では、コース担当教員が

第１次的な相談窓口となるが、さらに神戸学園都市キャンパス（経済学部・経営学部・会計研究

科・経営研究科・政策科学研究所）の専任教員の中から 15名（うち女性は５名）の相談員を配置

している。本研究科の専任教員からは、２名が相談員となっている。これらについては、入学時

のオリエンテーションで周知を図っている。 

 

 

（「ハラスメントの防止について」（兵庫県立大学ホームページ）より抜粋） 

図表 35 ハラスメントに対する大学の対応 

 

5-3 奨学金などの学生への経済的支援に関する相談・支援体制 

 

奨学金その他の経済的支援については、学生生活委員会および学務課（学生支援担当）が窓口

となり、学生の相談に応じている。具体的に経済支援の手段としては、授業料免除制度および奨

学金制度があり、多くの学生が利用している。これまでの利用実績は図表 36～39 のとおりである。 

 

図表 36 授業料減免状況（人数） 

年度  申請者 全免許可者 半免許可者 分納 不許可者 

平成 22 年度 後期 6 3 0 0 3 

平成 23 年度 前期 6 4 0 1 1 

後期 8 6 2 0 0 

平成 24 年度 前期 9 7 1 0 1 

後期 17 14 0 0 3 

 

図表 37 平成 22 年度奨学金利用状況（人数） 

  奨学金の種類 申請者 推薦者 受給者 

日本学生支援機構 １種（無利息）のみ 5 5 5 

２種（有利息）のみ 4 4 4 

１種・２種併用 0 0 0 

外国人留学生学習奨励費 3 3 2 

兵庫県私費外国人留学生奨学金（１年間・月額３万円給付） 3 3 1 

国費留学生奨学金 1 1 1 
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（財）平和中島財団（２年間・月額１２万円給付） 1 1 0 

 

図表 38 平成 23 年度奨学金利用状況（人数） 

  奨学金の種類 申請者 推薦者 受給者 

日本学生支援機構 １種（無利息）のみ 1 1 1 

２種（有利息）のみ 0 0 0 

１種・２種併用 1 1 1 

外国人留学生学習奨励費 7 7 0 

兵庫県私費外国人留学生奨学金（１年間・月額３万円給付） 7 7 6 

国費留学生奨学金 2 1 1 

瀧川奨学財団（１年半・月額３万円給付） 1 1 1 

川西記念新明和教育財団（１年間・月額５万円給付） 1 1 1 

 

図表 39 平成 24 年度奨学金利用状況（人数） 

  奨学金の種類 申請者 推薦者 受給者 

日本学生支援機構 １種（無利息）のみ 5 5 5 

２種（有利息）のみ 0 0 0 

１種・２種併用 0 0 0 

外国人留学生学習奨励費 9 9 0 

兵庫県私費外国人留学生奨学金（1 年間・月額 3 万円給付） 9 9 4 

三木瀧蔵奨学財団（1 年半・月額 5 万円給付） 1 1 1 

中村積善会（2 年間・月額 4 万円給付） 2 0 0 

瀧川奨学財団（1 年半・月額 3 万円給付） 2 0 0 

 

なお、以上の利用実績は本研究科のホームページに公表している。 

 

5-4 学生の課程修了後を見越したキャリア形成、進路選択等に関わる相談・支援体制 

 

本研究科では、修了後の進路を視野に入れた履修設計やキャリアプランの指導を行うために、

コース担当教員（主任教授・運営教授）を配置している。また、産学公人材イノベーション推進

協議会および客員教員の支援を得て、独自の「就職セミナー」を開催している。 

学生の進路選択に関わる相談・支援体制として、本研究科では、コース担当教員（主任教授・

運営教授）が、学生生活全般の相談員としての役割も兼ねており、個別の相談に応じている。ま

た、実務家教員も適宜アドバイスを行っている。研究科として組織的に対応すべき問題が生じた

ときには、学生生活委員会や教授会で検討し対処している。また、神戸学園都市キャンパスには

就職相談室があり、キャリアアドバイザーが個別に就職相談を行っている。なお、この事業は、

神商会後援会（神戸学園都市キャンパスの在学生の保護者または保証人によって組織されている

外郭団体）の支援によって実施されている。 
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5-5 障がいのある者、留学生、社会人学生等を受け入れるための支援体制 

 

 現在、身体に障がいのある学生は在籍していないが、今後、入学したときには学生生活委員会

が窓口になり、学務課（学生支援担当）と協力して必要な支援を行うことにしている。そのため

本学では、障がいのある学生への対応方法や指導方法等の留意点を記載した「障害を有する学生

に対する配慮マニュアル」を作成している。 

留学生については、在留に伴う諸手続、住宅や生活上の諸注意、生活相談に関する情報、医療

関係情報、トラブル・緊急時の対応、経済的支援に関する情報、学外の支援機関等をまとめた「留

学生のための生活ガイド」を本学のホームページに掲載するとともに、入学時のオリエンテーシ

ョンで説明している。なお、平成 24 年度には 12 名の留学生が在籍しているが、うち８名は日本

の大学の学部を卒業しており、日本語によるコミュニケーション上の問題はみられない。残り４

名は大学間提携に基づく留学生であり、提携先大学が学力保証をしているが、日本語能力の向上

に向けてコース担当教員が個別面談等を通じて指導している。経済的支援については、授業料免

除制度および奨学金制度によって、全学的に対応している。他方、社会人については、本研究科

は就業しながら修学できるように、土曜日に授業を集中していることから、仕事と学業を両立さ

せながら、勉学に集中できる状況にある。 

 

5-6 学生の自主的な活動、修了生の同窓会組織に対する支援体制 

 

 学生の自主的な活動については、学生生活委員会を中心にサポート等を行っている。在学中か

ら自主的な研究会を開催していることが多く、その際には、教員が講師として参加し、教室等の

利用許可を与えることも行っている。加えて、フェイスブックなどのＳＮＳを利用した情報交換

やバーチャルな研究会も盛んに行われており、これにも教員が積極的に参加し、学生の活動等を

サポートするようにしている。 

修了生は、本研究科修了と同時に神戸学園都市キャンパスの同窓会組織である淡水会に加入し

ている。在学生同様、修了生も定期研究会（月に 1 回のペースを基本として）を開催している。

この研究会は、淡水会が所有する三宮駅近くの「淡水サロン」にて行うことが多く、教員が講師

として参加することもある。また、学内で行う場合には、教室等の利用許可を与える等、修了生

の継続的学習活動にも積極的にサポートを行っている。加えて、経営研究科の教育活動に修了生

らも積極的に協力することで、彼らのキャリア形成および支援を図ることができるように、本研

究科独自の同窓会組織を平成 25 年３月に発足した。かかる組織は、各コース別にブランチをおい

て活動するとともに、組織設立の主要な目的として、本研究科の修了生が本研究科ならびに産業

界・公的部門との事業創造型産学公連携教育（(1-1)、図表３参照）の推進者として、マネジメン

ト・イノベーター、ビジネス・クリエイター、ソーシャル・コーディネーターとなり、地域の民

間企業、公的機関の運営・管理に資する高度な職業能力を有する経営専門職業人として活躍でき

る人材育成の場づくりとしている。そのために、かかる同窓会組織を単なる任意団体とするので

はなく、経営研究科の機能として、地域活性化および地域貢献に寄与できるシステムとして活用

することを目指している。そして、かかる同窓会組織では、本研究科修了生が地域から信頼され

る人材になれるために、人材育成セミナーの実施や地域活性化・地域貢献に関わる特別研修プロ

グラム等を開発していくことも企画している。 
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5-7 固有の目的に即した、学生支援の取組み 

 

本学では、過去２回（平成 17年度、19 年度）、学部および研究科に在籍する学生を対象に学生

生活実態調査を実施した。これにより学生の指導・支援体制および環境整備の改善に努めている。

ただし、これは全体的傾向を把握するためのものであり、個別の問題を把握するものではない。

やはり学生から直接意見を聴取することが必要であり、有効である。そこで、学生の要望に対し

ては、学生生活委員会が対応している。また、年１回（定例）、学生の代表と研究科長との懇談会

を設け、学生の意見を反映させるよう努めている。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 4-3：「経営研究科入学試験実施要項」 

・添付資料 5-2：「障害を有する学生に対する配慮マニュアル」 

・添付資料 5-3：「兵庫県立大学神商会後援会会則」 

・添付資料 5-4：「淡水会規約」 

・「保健室利用案内：http://www.u-hyogo.ac.jp/campus/physical/」 

・「心の健康相談：http://www.u-hyogo.ac.jp/campus/physical/consult.html」 

・「ハラスメントの防止：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/campus_life/harassment.htm」 

・「兵庫県立大学ハラスメント対策に関するガイドライン： 

http://www.u-hyogo.ac.jp/campus/harassment/img/harassment3.pdf」 

・「ハラスメントの防止について： 

http://www.u-hyogo.ac.jp/campus/harassment/leaflet.html」 

・「授業料免除／奨学金：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/campus_life/support.htm」 

・「就職相談窓口：http://www.u-hyogo.ac.jp/campus/job/consult/」 

・「神戸学園都市キャンパス就職関連情報：http://shinshokai.sppd.ne.jp/job/」 

・「留学生のための生活ガイド：http://www.u-hyogo.ac.jp/exchange/」 

・「兵庫県立大学学生生活実態調査の概要： 

http://www.u-hyogo.ac.jp/campus/welfare/img/jittaichousa20.pdf」 

 

【５ 学生支援の点検・評価】 

（１）検討及び改善が必要な点 

ビジネスイノベーションコースの学生ついて、就職支援を担当教員との面接、就職状況の提供

等積極的に進めている。地域イノベーションコースの学生との共通履修が可能な科目をつくり、

社会人とともに切磋琢磨することで、社会人の中で働き認められるには何が必要かを体験的に学

べる会を設けるなどの訓練機会を設けている。 

 地域イノベーションコースの学生について、修了後、独立して起業や開業を目指すものが増え

てきており、その対応を図っている。このような状況に対応して修了生による勉強会等を設置し、

起業・開業に対するサポートを行っている。 

 医療マネジメントコースの学生について、継続的なリカレント教育の必要性を感じ、平成 23年

より医療マネジメントセミナーを実施している。合わせて、ＯＢ・ＯＧ向けのオフィスアワーと

して、教員が修了生の相談に臨機応変に応じることができる体制をつくっている。 
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（２）改善のためのプラン 

１．ビジネスイノベーションコースの学生に対する就職支援体制の充実を図っていくために、

連携している経済団体と協力して、独自の就職セミナーを開催している。特に、優良な中堅企

業に対する学生の理解を進めるために、協力関係の強化に努めている。 

 

２．ビジネスイノベーションコースの学生については、他の社会人コースとの共同での授業開

催を通じて、能力アップを図るための機会を提供している。あわせて、英語の補習科目の単位

化を進め、神戸に日本本社を置く企業の協力を得て、英語能力のアップも図っている。 

 

３．地域イノベーションコースの中小企業診断士登録養成課程においては、授業に加えて、学

生個別の企業研究や理論研究の機会の充実が必要と考え、これまでの演習に加えて専門演習を

必修科目に加える。地域イノベーションコース全体について、現在の学生が自主的な勉強会を

行っており、これに対して、各種サポート等を進めている。 

 

４．医療マネジメントコースについて、修了後、継続的なリカレント教育の機会を提供すること

が必要であると考え、「医療マネジメントセミナー」を実施している。セミナーにおいては、最新

の医療マネジメントの知識だけでなく、修了生・在校生が交流し、より実践的な知識獲得ができ

る場となっている。 
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６ 教育研究環境 

項目 19：施設・設備、人的支援体制の整備 

各経営系専門職大学院は、その規模等に応じて施設・設備を適切に整備するとともに、障がい

のある者に配慮することも重要である。また、学生の効果的な自学自習、相互交流を促進する環

境を整備するとともに、教育研究に資する人的な補助体制を整備することが必要である。さらに、

固有の目的に即した施設・設備、人的支援体制を設け、特色の伸長に努めることが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

6-1：講義室、演習室その他の施設・設備が、経営系専門職大学院の規模及び教育形態に応じ、適切に整備されて

いること。（「専門職」第17条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

6-2：学生が自主的に学習できる自習室、学生相互の交流のためのラウンジ等の環境が十分に整備され、効果的に

利用されていること。〔Ｆ群〕 

6-3：障がいのある者のために、適切な施設・設備が整備されていること。〔Ｆ群〕 

6-4：学生の学習、教員の教育研究活動に必要な情報インフラストラクチャーが適切に整備されていること。〔Ｆ

群〕 

6-5：教育研究に資する人的な支援体制が適切に整備されていること〔Ｆ群〕 

6-6：固有の目的に即して、どのような特色ある施設・設備、人的支援体制を設けているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

6-1 講義室、演習室等の施設・設備 

 

設置認可申請時には、本研究科が提供する授業を実施するための講義室として、126 人教室１

室、72 人教室２室、54 人教室１室、36 人教室２室、60 人教室１室（ＰＣ教室）を確保し、また

演習室として、18 人教室８室、20 人教室１室を確保していた。ただし、開設時以降少人数教育を

中心に実施しているため規模の大きい教室は使用していない。コースをまたがって開講される基

礎科目の場合、受講者数が 35人程度の規模となるが、このような科目については会議室（教育棟

Ｉ・Ａ１１５）を兼用で教室としても利用している。少人数でグループディスカッションを行う

ことができるよう、可動式テーブルを備えた教室、演習室を設置し、ホワイトボードを複数備え

ている。講義室および演習室ではプレゼンテーション機器が利用可能であり、円滑な資料の提示、

解説が行えるとともに、活発な討論を促進する環境を整備している。 

 

6-2 自習室、ラウンジ等 

 

本研究科大学院生研究室（自習室）として、研究室１（学術情報館自習室 74 ㎡、座席数 34）、

研究室２（研究棟Ｉ・Ａ４１６、40㎡、座席数 20）、研究室３（研究棟Ｉ・Ａ４０９、40 ㎡、座

席数 20）、研究室４（研究棟Ｉ・Ａ４１５、20 ㎡、座席数５）、研究室５（研究棟Ｉ・Ａ４１４、

20 ㎡、座席数５）、研究室６（研究棟Ｉ・Ａ４１３、20 ㎡、座席数５）を設置している。研究室

１には本学情報処理教育システムのＰＣが 31 台設置されている。また、研究室３には 11 台、研

究室４～６には各１台のＰＣを設置している。研究室３は本研究科専用のＰＣ自習室、研究室４

～６はディスカッションルームとして機能している。研究室２～６は、保安室で鍵を借りて使用

することになっており、昼間はもちろんのこと、夜間（午後 10 時まで）、休日（年末年始を除く）

も利用可能である。研究室１についても、保安室でカードキーを借りることで、同様の時間帯に
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利用することができる。さらに、学生交流のための学生談話室（研究棟Ｉ１階、40㎡）を設置し

ており、情報・意見交換の場として活用されている｡ 

 

6-3 障がい者等の利用に配慮した施設・設備の整備 

 

神戸学園都市キャンパスは、兵庫県の福祉のまちづくり条例第 13 条第２項に基づいて、①車い

すで通行できる傾斜路の設置、②車いすで通行できる幅員の確保、③視覚障害者誘導用ブロック

の設置その他の高齢者等の利用に配慮した誘導または案内の設備の設置、④階段の手すりの設置、

⑤車いすで利用できるエレベーター、便所および駐車場の設置等の基準に基づいて整備されてい

る。神戸学園都市キャンパスは傾斜地に建設されたため、当初からユニバーサルデザインではな

かったが、平成 17 年度および 18 年度に誘導ブロック、身障者用カーポート、オストメイトトイ

レ、エレベーター等を設置する工事を実施し、教育研究に支障がないようにしている。 

現在、神戸学園都市キャンパスのユニバーサル施設情報は図表 40 のとおりである。なお、この

情報は本研究科のホームページに掲載している。 

 

図表 40 神戸学園都市キャンパスのユニバーサル施設状況 
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6-4 情報インフラストラクチャー 

 

本研究科では研究室３（Ａ４０９）にデスクトップＰＣ11台とプリンタ２台、研究室４～６に

ＰＣ各１台とプリンタ各１台を設置している。また、ノートＰＣ８台を用意し，学外（インター

ンシップ等）での使用を可能としている。これに加えて、神戸学園都市キャンパスの情報処理教

育システムを講義、自習等で利用している。情報処理教育システムの管理責任は学術情報課にあ

り、トラブルの相談窓口も明確である。本研究科独自の情報インフラの対応については教員も対

応している。 

教員は個別研究室でネットワークに接続可能なＰＣを利用している。なお、本学の学術総合セ

ンター（情報部門）が「情報倫理要領」「情報セキュリティポリシー」等を定めており、これらを

遵守することが前提である。 
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6-5 教育研究に資する人的な支援体制 

 

人的支援体制として、３課体制（総務課、学務課、学術情報課）の事務組織に加え、産学人材

育成センター（(7-5)参照）が、産学公連携に関する企画、調整、学生を対象とした勉学、就職の

支援等を行っている。事務組織の中で、本研究科の教務に関する事務は学務課が担当している。

履修受付・成績処理・証明等、教務に係る通常の業務に加えて、専門職大学院である本研究科の

場合は、教材等の保管、成績評価の基になった答案用紙、レポートその他の提出物の保管、成績

分布表の作成など、他の学部や研究科にない業務が存在する。そのため、本研究科を担当する学

務課の職員は、本研究科の使命・目的および教育目標を理解したうえで、教育研究活動の全般に

わたり支えている。産学人材育成センターの非常勤職員４名（ただし交代勤務）は、産学公人材

イノベーション推進協議会の事務に加えて、本研究科の学生窓口の業務も担当している。産学人

材育成センターは月曜日から土曜日まで業務を行っており、土曜コースの学生と事務組織との連

絡役を担っている。 

 

6-6 固有の目的に即した施設・設備、人的支援体制 

 

特任教員４名を含む、専任教員 16 名全員が神戸学園都市キャンパス内で各１室の個別研究室を

使用している。そこには次の備品を標準装備している。ただし、教員本人が必要ないと認めた備

品は備えていないことがある。 

 

机および椅子、電気スタンド、ソファーベッドまたは応接テーブル（いずれかを選択）、書

架、衝立、更衣ロッカー、傘立て、ＰＣおよびプリンタ 

 

また、個別研究室では情報処理教育システムを利用して、ウェブ閲覧、大学専用のメールアドレ

スの利用、本学が用意した電子ジャーナルの閲覧、数値解析 Mathematica のリモート使用などが

可能である。 

学生の施設・設備に関する要望に対しては、学生生活委員会が対応している。また、年１回（定

例）、学生の代表と研究科長との懇談会を設け、その場で施設・設備に関する意見を聴取している。 

 

＜根拠資料＞ 

・「基礎データⅣ（表８）」 

・添付資料 1-1：「神戸学園都市キャンパス構内配置図」（203 頁～212 頁） 

・「施設・設備：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/facilities.htm」 

・「情報倫理要領等：http://media.laic.u-hyogo.ac.jp/」 

 

 

項目 20：図書資料等の整備 

各経営系専門職大学院は、図書館（図書室）に学生の学習、教員の教育研究活動に必要かつ十

分な図書・電子媒体を含む各種資料を計画的・体系的に整備するとともに、図書館（図書室）の
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利用規程や開館時間は、学生の学習、教員の教育研究活動に配慮したものとすることが必要であ

る。さらに、図書資料等の整備について、固有の目的に即した取組みを実施し、特色の伸長に努

めることが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

6-7：図書館（図書室）には経営系専門職大学院の学生の学習、教員の教育研究活動に必要かつ十分な図書・電子

媒体を含む各種資料が計画的・体系的に整備されていること。〔Ｆ群〕 

6-8：図書館（図書室）の利用規程や開館時間は、経営系専門職大学院の学生の学習、教員の教育研究活動に配慮

したものとなっていること。〔Ｆ群〕 

6-9：固有の目的に即して、図書資料等の整備にどのような特色ある取組みを行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

6-7 図書館（図書室）の整備 

 

本学の図書館（神戸学園都市学術情報館（図書部門）：（面積 3,599 ㎡、蔵書数約 52万冊、座席

数約 320 席））は、本研究科の教育内容を修得するために必要な図書等の多くを、すでに保有して

いる。電子ジャーナルも多数所蔵しており、目録情報のデータベース化によりＯＰＡＣ（蔵書検

索システム）が利用可能である。蔵書のうち社会科学（日本十進分類法３類）は 210,682 冊、産

業（同６類）は 59,038 冊である（いずれも平成 24年４月１日現在）。 

また、このほかに会計・経営研究資料室を設け、テキスト、各種専門雑誌、各種参考書などを

備えている（経営系蔵書数 773 冊、定期購読雑誌７種類（いずれも平成 24年４月１日現在））。さ

らに、総合企業情報データベース eol を備えており、本研究科教員・学生が利用可能である。 

 

6-8 図書館（図書室）の利用規程、開館時間 

 

神戸学園都市キャンパス図書館（神戸学園都市学術情報館（図書部門））は、平日は午前９時か

ら午後７時まで、土曜日は午前９時 30 分から午後８時 30 分まで開館しており、学生の学習およ

び教員の教育研究に関する多様なニーズに応えている。また、大学院学生については図書の貸出

冊数は 30冊、貸出期間は４週間、専任教員については 100 冊、期間は図書の種類によって異なる

が、最長１年となっている。また、本学他キャンパス図書館からの図書の取り寄せは無料であり、

神戸研究学園都市大学連絡協議会加盟大学（神戸芸術工科大学、神戸市外国語大学、流通科学大

学、神戸市立工業高等専門学校、神戸市看護大学）については、当キャンパス所属と分かる身分

証・学生証があれば入館することができる。 

会計・経営研究資料室は随時利用可能であり、資料室内の書籍・雑誌を閲覧することができる。 

 

6-9 固有の目的に即した図書資料等の整備 

 

本学の教職員、学部学生、大学院学生、研究生、科目等履修生は、本学の図書館（神戸学園都

市学術情報館（図書部門））を通じて、他大学図書館、国立国会図書館、兵庫県立図書館との間で、

現物貸借、文献複写、訪問利用のサービスを利用することができる。また、会計・経営研究資料

室を設け、テキスト、各種専門雑誌、各種参考書などを備えている。特に、医療マネジメント、

中小企業診断士登録養成課程等、本研究科開設にともなう新規分野の図書資料は、会計・経営研
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究資料室で重点的な充実を図っているところである。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 5-1：「会計・経営研究資料室利用の手引き」 

・添付資料 6-1：「兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス概要（2012 年度）」 

・「兵庫県立大学神戸学園都市学術情報館：http://lib.laic.u-hyogo.ac.jp/laic/4/」 

・「兵庫県立大学神戸学園都市学術情報館利用案内： 

 http://lib.laic.u-hyogo.ac.jp/laic/4/information/」 

 

【６ 教育研究環境の点検・評価】 

（１）検討及び改善が必要な点 

本研究科では、既存施設・設備をベースに、研究科の規模に応じた講義室、自習室（ディスカ

ッションルーム）、ＰＣ自習室、談話室、ロッカー、図書資料等の整備を行っている。また、産学

人材育成センターが、産学公人材イノベーション推進協議会の事務に加えて、本研究科の学生窓

口の業務も担当し、土曜日には土曜コースの学生と事務組織との連絡役を担っており、学生・教

員のみならず連携組織等地域社会に対する人的支援体制を整えている。 

一方、設置者である兵庫県の財政悪化により、年々、予算が削減されている。このような状況

において、いかに現在の環境を維持し、一層の改善を図るかは全学的な課題である。 

 

（２）改善のためのプラン 

１．情報機器類や図書資料については継続的な更新、購入が必要である。本研究科はそれぞれ特

徴ある３コースおよび中小企業診断士登録養成課程から構成されているため、必要とされる図書

資料は多岐にわたる。これらの点を考慮し、中長期的視点で毎年検討を行う。 
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７ 管理運営 
項目 21：管理運営体制の整備、関係組織等との連携 

各経営系専門職大学院は、管理運営組織・学問研究の自律性の観点から、管理運営を行う固有の組織体制を整

備するとともに、関連法令等に基づき学内規程を定め、これらを遵守することが必要である。また、教学等の重

要事項については、経営系専門職大学院固有の専任教員組織の決定が尊重されることが重要であり、専任教員組

織の長の任免等については、適切な基準を運用することが必要である。さらに、企業、その他外部機関との協定、

契約等の決定・承認や資金の授受・管理等を適切に行う必要がある。 

なお、経営系専門職大学院と関係する学部・研究科等が設置されている場合、固有の目的の実現のため、それ

ら組織と連携・役割分担を行うことが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

7-1：経営系専門職大学院を管理運営する固有の組織体制が整備されていること。〔Ｆ群〕 

7-2：経営系専門職大学院の管理運営について、関連法令に基づく適切な規程が制定され、それが適切に運用され

ていること。〔Ｆ群〕 

7-3：経営系専門職大学院の設置形態にかかわらず、教学、その他の管理運営に関する重要事項については、教授

会等の経営系専門職大学院固有の専任教員組織の決定が尊重されていること。〔Ｆ群〕 

7-4：経営系専門職大学院固有の管理運営を行う専任教員組織の長の任免等に関して適切な基準が設けられ、かつ、

適切に運用されていること。〔Ｆ群〕 

7-5：企業、その他外部機関との連携・協働を進めるための協定、契約等の決定・承認や資金の授受・管理等が適

切に行われていること。〔Ｆ群〕 

7-6：経営系専門職大学院と関係する学部・研究科等が設置されている場合、どのようにそれらとの連携・役割分

担を行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

7-1 本研究科の管理運営体制の整備 

 

本研究科は、独立研究科として設置され、経営研究科教授会規程に基づき教授会を置き、専任

教員は教授会構成員となる。教授会において審議する事項は、経営研究科教授会規程第７条に定

めている。 

 

（審議事項） 

第７条 教授会において審議する事項は次のものである。 

（１）研究科規程等の追補、変更に関する事項 

（２）大学規則等に係る評議会への申出に関する事項 

（３）教員の人事に関する事項 

（４）学生の入学、退学、除籍に関する事項 

（５）学生の修学、修了、賞罰に関する事項 

（６）教育課程及び履修法法に関する事項 

（７）授業に関する事項 

（８）開講科目並びにその担当教員の決定に関する事項 

（９）予算の要求と配分の基本方針に関する事項 

（10）試験及び成績の決定に関する事項 
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（11）その他研究科に関する重要な事項 

２ みなし専任教員は、第４号から第８号及び第 10 号に関する事項にのみ、審議に出席することができる。 

 

 また、個別の問題を処理するために、教務委員会、学生生活委員会、入学試験委員会、広報委

員会、自己評価委員会、予算委員会、教員選考委員会等を設置している。全専任教員がいずれか

の委員会に所属しており、それぞれの規程も整備されている。 

 

7-2 管理運営に関する規程の制定、運用 

 

本研究科の管理運営にあたっては、常に日本国憲法、地方公務員法、教育公務員特例法、兵庫

県立大学の設置及び管理に関する条例等の関連法令、兵庫県立大学大学院学則、経営研究科規則、

経営研究科教授会規程等の学内規程に準拠することを旨としており、適切に運用され遵守されて

いる。 

 

7-3 教学、その他の管理運営に関する重要事項の審議体制 

 

本学では、教育課程の編成に関する方針に係る事項等、大学全体の教育に関する重要事項を審

議するために、兵庫県立大学の設置及び管理に関する条例第 13条に基づき、評議会を設置してい

る。また、当該組織の教育課程の編成に関する事項、学生の入学、卒業又は課程の修了その他そ

の在籍に関する事項等、学部・研究科・附置研究所の教育に関する重要事項を審議するために、

同条例第 14 条に基づき、教授会を設置している。 

本研究科は、独立研究科として設置され、経営研究科教授会規程に基づき教授会を置き、専任

教員は教授会構成員となる。教授会において審議する事項は、(7-1)に示すように経営研究科教授

会規程第７条に定めており、専任教員組織の決定が尊重されている。 

 

7-4 研究科長の任免等に関する基準の設定、運用 

 

経営研究科長については、経営研究科長選考規程に従い、経営研究科教授会構成員の教授およ

び准教授（みなし専任教員を除く）による選挙により選考している（第５条第１項）。研究科長と

なることのできる者は、研究科長就任時において経営研究科に所属する専任の教授（みなし専任

教員を除く）である（第３条）。また、研究科長の任期は２年とし、再任を妨げないが、４年を超

えることはできない（第８条）として、適切な運用を行っている。 

 

7-5  企業、その他外部機関との連携・協働を進めるための協定、契約等の決定・承認や資金の

授受・管理等 

 

本研究科は、単なる机上のケーススタディ教育にとどまることなく、現場に出向いて課題の探

究と解決方法を模索する「現場実践型のケーススタディ教育」を特色としていることから、産業

界や行政機関等の協力が不可欠である。また、中小企業診断士登録養成課程を併設しており、そ

こでは、毎年 10 社に及ぶ企業の診断実習が不可欠となっている。 
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そこで、経営研究科、会計研究科及び経営学部は、兵庫県内の経済団体をはじめとする産業界

や行政機関等と「産学公人材イノベーション推進協議会」を平成 22年５月に発足させた。本協議

会は、産業界、行政機関、研究者、学生等が連携し、交流するために必要な諸事業の企画・調整

及び実施することにより、各地域の産業振興、地域振興に資することを目的とするものである。

具体的な業務内容は、①産学公連携による教育・研究事業の企画・調整及び実施に関すること、

②産学公連携組織間交流事業の企画・調整及び実施に関すること、③人材マッチング支援事業の

企画・調整及び実施に関すること、④人材育成・産業振興に貢献するために必要な諸事業の企画・

調整及び実施に関すること等である。 

そしてこれらの業務を担う事務局組織として「産学人材育成センター」を本研究科内に設置し

た。当センターの構成（平成 24年５月１日現在）は、産学人材育成センター長（本研究科教授）、

事務局長（本研究科准教授）、副センター長（非常勤）、本研究科教授１名、職員３名（非常勤）

である。当センターは、地域の産業振興、地域振興に資することを目的としており、業務内容は、

①インターンシップ事業の企画・調整に関すること、②各連携機関等とのプロジェクト型研究の

推進に関すること、③冠講座等の企画・調整に関すること、④経営学部学生、経営学研究科大学

院学生、専門職大学院学生等からの勉学等に関する相談及び情報提供に関すること、⑤人材育成・

産業振興に貢献するために必要な諸事業の企画及び調整等に関すること等である。 

以上からも分かるように、手続面は、学務課および産学人材育成センターが担当しており、教

員は資金の授受・管理等に直接関わらないシステムになっている。 

 これらの関係を示したものが図表 41である。 

 

 
図表 41 産学公人材イノベーション推進協議会の構成（図表 11の再掲） 
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7-6 本研究科と関係する学部・研究科等との連携・役割分担 

 

本学では、平成 22 年度に本研究科（経営専門職大学院）が発足し、それに伴い経営学研究科は

博士前期課程（修士課程）の学生募集を停止した。本研究科と会計研究科とは、それぞれの授業

科目の一部で応援を求め合うことで、相互に情報を共有し、理論教育と実務教育の架橋を図る点

で協力する関係にある。会計研究科の第３期中期計画（平成 22 年度～24 年度）の中で「他部局

との連携」が重点目標として掲げられ、そこでは、「平成 22 年度に経営研究科（経営専門職大学

院）が発足し、神戸学園都市キャンパスに二つの専門職大学院が設置される。会計研究科と経営

研究科は、育成を目指している人材が異なるが、いずれも高度で専門的な職業能力を有する専門

職業人の育成を目的としており、授業科目には関連性があるため、教員の相互交流などを通じて

相乗効果をもたらすことが期待される。また、両者は共に経営学部をその基盤として成立するも

のであるから、会計研究科、経営研究科、経営学部（経営学研究科を含む）の三者は相互に連携

関係・補完関係にあり、相互に連携を図る必要がある。」と述べられている。今後も継続して有機

的連携を図っていきたい。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学大学院学則」（35頁～39 頁） 

・添付資料 1-1：「兵庫県立大学大学院経営研究科規則」（53頁～58 頁） 

・添付資料 1-6：「兵庫県立大学大学院経営研究科産学人材育成センター設置要綱等」 

・添付資料 7-1：「経営研究科教授会規程」 

・添付資料 7-2：「経営研究科委員会諸規程」 

・添付資料 7-3：「経営研究科長選考規程」 

・添付資料 7-4：「経営研究科平成 24 年度委員会名簿」 

・添付資料 7-5：「兵庫県立大学の設置及び管理に関する条例」 

・「会計研究科第３期中期計画 部局ビジョン（将来構想）： 

http://www.acs.u-hyogo.ac.jp/pdf/acs_vision_3rd_2010-2012.pdf」 

 

 

項目 22：事務組織 

各経営系専門職大学院は、基本的な使命（mission）、固有の目的の実現を支援するため、適切

な事務組織を設け、これを適切に運営することが必要である。なお、固有の目的の実現をさらに

支援するため、事務組織に関して特色ある取組みを行うことが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

7-7：適切な規模と機能を備えた事務組織を設置していること。（「大学院」第 35 条）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

7-8：事務組織は、関係諸組織と有機的連携を図りつつ、適切に運営されていること。〔Ｆ群〕 

7-9：固有の目的に即して、事務組織とその運営にどのような特色があるか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

7-7  事務組織の設置 

 

本研究科の目的達成を支援する事務組織は、神戸学園都市キャンパス事務部内にある総務課、
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学務課、学術情報課の３課と、産学人材育成センター（(7-5)参照）である。本研究科の教務、入

学試験、研究科教授会・委員会の管理運営については学務課（教務グループ）が、学生生活につ

いては学務課（学生支援グループ）が、図書館および情報システムについては学術情報課が、企

画調整（研究支援を含む）および経理については総務課が、学部および他研究科とあわせて担当

している。事務組織の規模は、正規職員 26 名、再任用・非常勤嘱託員 12 名の計 38 名体制である

（その他に日々雇用職員 11 名）。なお、専ら本研究科の事務を担当する職員は、学務課に所属す

る１名である。また、学生の学外研修（インターンシップ等）に係わる事前調整については産学

人材育成センターが担当している。 

 

7-8 事務組織の運営 

 

事務組織は、神戸学園都市キャンパスに総務課、学務課、学術情報課の３課を配置している。

３課間の意思疎通を図り、有機的連携を保つため、毎月１回（原則として第１金曜日の 10 時 30

分から開催）、事務部長、事務部次長（総務課長兼務）、学務課長、学術情報課長から構成される

課長会議を開催している。また、神戸学園都市キャンパス内の懸案事項の調整のため、毎月１回

（原則として第２火曜日 12 時 15 分から開催）、副学長、経済学部長、経営学部長、会計研究科長、

経営研究科長、学生副部長、政策科学研究所長、学術情報館長、事務部長、事務部次長（総務課

長兼務）、学務課長、学術情報課長から構成されるキャンパス部局長連絡調整会議を開催している。

さらに全学的な見地から円滑な運営を図るため、キャンパス事務部長が、部局長会議（原則とし

て第１水曜日の 15 時から開催）および評議会（原則として第４水曜日の 15 時から開催）にオブ

ザーバーとして出席し、情報を共有できるようにしている。そして、部局長会議の前に事務部長

会議を開催（原則として第１水曜日の 14 時から）して意思疎通も図っている。 

 

7-9 固有の目的に即した事務組織とその運営 

 

経営研究科、会計研究科及び経営学部は、(7-5)に述べたように、兵庫県内の経済団体をはじめ

とする産業界や行政機関等と「産学公人材イノベーション推進協議会」を平成 22 年 5 月に発足さ

せた。当センターは、地域の産業振興、地域振興に資することを目的としており、業務内容は、

①インターンシップ事業の企画・調整に関すること、②各連携機関等とのプロジェクト型研究の

推進に関すること、③冠講座等の企画・調整に関すること、④経営学部学生、経営学研究科大学

院学生、専門職大学院学生等からの勉学等に関する相談及び情報提供に関すること、⑤人材育成・

産業振興に貢献するために必要な諸事業の企画及び調整等に関すること等である。 

本研究科は、単なる机上のケーススタディ教育にとどまることなく、現場に出向いて課題の探

究と解決方法を模索する「現場実践型のケーススタディ教育」を特色としていることから、産業

界や行政機関等の協力が不可欠である。また、中小企業診断士登録養成課程を併設しており、そ

こでは、毎年 10社に及ぶ企業の診断実習が不可欠となっている。これらの教育を実現していく上

で、兵庫県内の産業界・行政機関等との連携とその事務局である産学人材育成センターは、本研

究科の特色ある教育内容を強力に支援する事務組織である。 
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＜根拠資料＞ 

・添付資料 7-7：「平成 24 年度 兵庫県立大学神戸学園都市キャンパス事務部事務分掌表」 

 

【７ 管理運営の点検・評価】 

（１）検討及び改善が必要な点 

 本研究科は、図表 41 にも示すように、会計研究科、経営学部、兵庫県内の経済団体をはじめと

する産業界や行政機関等と「産学公人材イノベーション推進協議会」を発足させ、それら機関と

の有機的連携のもとに、教育ならびに管理運営を進めており、それが大きな強みとなっている。

今後も、この仕組みを継続させていくことが重要である。 

 また、平成 25年４月、兵庫県立大学は公立大学法人に移行し大学の運営体制が変わる。それ

に伴う本研究科の管理運営においても、引き続き適切な運用を行う体制を確立している。 

 

（２）改善のためのプラン 

１．本学では、平成 22年度に本研究科（経営専門職大学院）が発足し、それに伴い経営学研究科

は博士前期課程（修士課程）の学生募集を停止した。本研究科と会計研究科とは、それぞれの授

業科目の一部で応援を求め合うことで、相互に情報を共有し、理論教育と実務教育の架橋を図る

点で協力する関係にある。今後も継続して有機的連携を図っていきたい。 

 

２．本研究科は、独立研究科であるため、大学の規程に基づいて設置される委員会も多く、ひ

とりが幾つもの委員を兼任している。大学本部での会議も多いため、負担を軽減するように工

夫する必要がある。さらに、平成 24 年度からは、「二重籍」を解消した。そこで、各教員の負

担があまり増加しないように、専任教員を１名追加して平成 24 年度からは専任教員 16 名体制

をとっている。 
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８ 点検・評価、情報公開 
項目 23：自己点検・評価 

各経営系専門職大学院は、基本的な使命（mission）、固有の目的の実現に向けて、

Plan-Do-Check-Act（PDCA）サイクル等の仕組みを整備し、その教育研究活動等を不断に点検・評

価し、改善・改革に結びつける仕組みを整備することが必要である。また、これまでに認証評価

機関等の評価を受けた際に指摘された事項に対して、適切に対応することが必要である。さらに、

自己点検・評価、認証評価の結果を経営系専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に結びつけ

るとともに、固有の目的に即した取組みを実施し、特色の伸長に努めることが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

8-1：自己点検・評価のための仕組み・組織体制を整備し、適切な評価項目・方法に基づいた自己点検・評価を組

織的かつ継続的な取組みとして実施していること。（「学教法」第109条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

8-2：自己点検・評価、認証評価の結果を経営系専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に結びつけるための仕

組みを整備していること。〔Ｆ群〕 

8-3：認証評価機関等からの指摘事項に適切に対応していること。〔Ｆ群〕 

8-4：自己点検・評価、認証評価の結果について、どのように経営系専門職大学院の教育研究活動の改善・向上に

結びつけているか。〔Ａ群〕 

8-5：固有の目的に即して、自己点検・評価の仕組み・組織体制、実施方法等にどのような特色があるか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

8-1  自己点検・評価のための仕組み・組織体制の整備 

 

自己点検・評価のための仕組み・組織体制として、本研究科に自己評価委員会を設けている。

本学では第３期中期計画（平成 22 年度～24年度）の中間評価を平成 23 年度に、最終評価を平成

24 年度に行った。そこでは、教育の一層の充実・強化、研究のさらなる発展・高度化、社会貢献

の積極的な展開、自主的・自律的な管理運営体制の確立、について自己点検・評価を行った。こ

の中期計画については、外部委員によって構成される兵庫県立大学評価委員会による評価を受け

ることになっており、第１期中期計画（平成 16 年度～18 年度）および第２期中期計画（平成 19

年度～21年度）の評価結果が公表されている。 

本研究科独自の取組みとしては、平成 23 年９月ならびに平成 24 年３月に最初の修了者を送り

出したことを機会に、平成 22 年４月からの２年間の活動について自己点検･評価に取り組んだ。

その成果をまとめて「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書」を作成し、冊子を配布するとと

もに、本研究科のホームページに PDF ファイルを掲載している。 

 

8-2  自己点検・評価、認証評価の結果を教育研究活動の改善・向上に結びつけるための仕組み

の整備 

 

本研究科では、自己点検・評価を、本研究科の現状を客観的に把握し、必要な改善につなげる

ことのできる好機と捉えている。そのため、本研究科の自己点検・評価活動は、自己評価委員会

を中心に、全専任教員で取り組んでいる。その結果に基づいて教授会で審議したり、具体策を教

務委員会、学生生活委員会、ＦＤ委員会などで取り上げたりして、情報の共有化と方針の徹底を

図っている。 
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8-3  認証評価機関等からの指摘事項 

 

本研究科は平成 22年４月に開設し、今回が開設後初めての認証評価である。また、本研究科は

届出による設置であり、ここに特記すべき留意事項等はない。 

 

8-4 自己点検・評価、認証評価の結果のフィードバック 

 

本研究科では、毎年度、「自己点検・評価報告書」の作成を行うことにしている。その中で「今

後の方策」とした点は、次年度に検証を行う予定である。 

 

8-5 固有の目的に即した自己点検・評価の仕組み・組織体制、実施方法等 

 

 外部評価委員会により、本研究科の自己点検・評価に関する評価を受ける。本研究科は３コー

ス制を採用すると共に、中小企業診断士登録養成課程を併設しているため、外部委員は関係諸分

野の方々を招くこととしている。平成 24 年度の外部委員は、宇田淳氏（広島国際大学医療経営学

部長）、宇高功氏（地方独立行政法人加古川市民病院機構理事長）、澤田脩一氏（兵庫県中小企業

家同友会代表理事）、表具喜治氏（ひょうご産業活性化センター理事長）、星野裕志氏（九州大学

大学院経済学研究院教授）であった。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 7-2：「経営研究科自己評価委員会規程」 

・添付資料 7-6：「第３期中期計画の進捗状況に関する自己点検・評価（最終評価）について」 

・添付資料 8-1：「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書」 

・「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書： 

http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/self_assessment.htm」 

・「兵庫県立大学第２期中期計画業務実績に関する評価報告書： 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/pa16/documents/000151402.pdf」 

・「兵庫県立大学第３期中期計画： 

 http://www.u-hyogo.ac.jp/annai/future/middle/」 

 

 

項目 24：情報公開 

各経営系専門職大学院は、自己点検・評価の結果を広く社会に公表することが必要である。ま

た、透明性の高い運営を行うため、自らの諸活動の状況を社会に対して積極的に情報公開し、そ

の説明責任を果たすことが必要である。さらに、情報公開について、固有の目的に即した取組み

を実施し、特色の伸長に努めることが望ましい。 

＜評価の視点＞ 

8-6：自己点検・評価の結果を学内外に広く公表していること。（「学教法」第 109 条第１項）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

8-7：経営系専門職大学院の組織運営と諸活動の状況について、社会が正しく理解できるよう、ホームページや大
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学案内等を利用して適切に情報公開を行っていること。（「学教法施規」第172条の２）〔Ｆ群、Ｌ群〕 

8-8：固有の目的に即して、どのような特色ある情報公開を行っているか。〔Ａ群〕 

＜現状の説明＞ 

8-6 自己点検・評価結果の公表 

 

本学による自己点検・評価の結果は、すべてホームページに掲載して広く公表している。本研

究科独自の結果である「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書」についてもホームページに掲

載するとともに、冊子を作成し配布している。 

 

8-7 ホームページや大学案内等を利用した情報公開 

 

本学では、広報委員会が「広報の方策」を策定しており、その中で、「広報を大学の重要な使命

と認識し、あらゆる機会をとらえて広報活動を展開する必要がある」と述べ、広報活動の重要性

を強調している。本研究科は、この基本方針に基づき、ホームページの充実、パンフレットの配

布、入試説明会の開催、大学訪問等の活動を進めている。そこでは理念や理想を語り、本研究科

の熱意を伝えるだけでなく、本研究科の現状を客観的に伝えられるように工夫している。たとえ

ば、社会に対する本研究科の「約束」といえる「研究科の設置の趣旨等を記載した書類」を掲載

するとともに、入学試験、授業料減免・奨学金の利用については実績を数値で示している。本研

究科ホームページのサイトマップは図表 42のとおりである。 

 

図表 42 サイトマップ（経営研究科） 

・トップページ 

・研究科紹介 

研究科長挨拶 

基本理念・使命 

３つのポリシー 

研究科概要 

自己点検・評価 

コース ⁄ 組織 

連携団体 

専任教員 

教育環境 

アクセス/お問い合わせ 

・入学案内 

アドミッション・ポリシー 

入試日程 

入試概要 

過年度の入試結果 

説明会 

・学生生活 

学年暦 

施設・設備 

入学料・授業料 

授業料免除 / 奨学金 

各種証明書の発行 

ハラスメントの防止 

保健衛生 

・教育・カリキュラム 

カリキュラム・ポリシー 

カリキュラム構成 

教育の特色 

履修モデル 

時間割 

シラバス(大学本部ページへの

リンク) 

・情報 

研究科トピックス 

公募情報 

更新履歴 

・ＭＢＡレポート（講義案内、ＭＢ

Ａ紹介） 

・商大ビジネスレビュー 

・英語ページ 

・リンク 
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8-8 固有の目的に即した情報公開 

 

本研究科の特色ある取組みをホームページ上で情報公開している。ビジネスイノベーションコ

ースの「フィールドスタディＩ」で開発した日本酒カクテルに関する新聞記事、「フィールドス

タディⅡ」で実施した海外インターンシップの報告・体験談をホームページに掲載した。また、

『商大ビジネスレビュー』に掲載されている各論文の PDF ファイルをアップロード（創刊号は著

者の了解が得られた論文のみをアップロード）し、専門演習の成果を広く公開している。 

 

＜根拠資料＞ 

・添付資料 8-1：「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書」 

・「平成 22・23 年度 自己点検・評価報告書： 

http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/outline/self_assessment.htm」 

・「兵庫県立大学自己点検・評価：http://www.u-hyogo.ac.jp/annai/future/evalu/」 

・「商大ビジネスレビュー：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/SBR/」 

・「研究科トピックス：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/information/information.htm」 

・「MBA レポート：http://www.mba.u-hyogo.ac.jp/report/」 

 

【８ 点検・評価、情報公開の点検・評価】 

（１）検討及び改善が必要な点 

本研究科では全学的な自己点検・評価に加え、本研究科独自の取組みとして「平成 22・23 年度

自己点検・評価報告書」を作成し、ホームページに掲載するとともに、配布用に冊子を作成した。

今後は、情報発信力を高め、積極的な情報公開の継続を検討する必要がある。 

 

（２）改善のためのプラン 

１．ホームページの情報発信力を高めるため、学生の意見や要望を取り入れることが効果的で

ある。そのため、学生との協力体制を構築し始めたところであるが、ミーティングを定期的に

行うなど体制の強化を図る。 

 

２．今後とも積極的に情報を公開し、説明責任を果たしていく。そのため情報利用者（受験者や

学生など）の意見を聴取する機会を増やすことを検討する。 
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終 章 

（１）自己点検・評価を振り返って 

以上の自己点検・評価により、本研究科の全体的な目的の達成状況について、次のようにまと

めることができる。 

 

１ 使命・目的・戦略 

 本研究科の目的は明確に定められており、それは専門職学位課程の目的に適合したものである

と同時に、現在および将来の社会のニーズに適合したものである。そして、その目的の実現に向

けた戦略展開をコースごと順調に図っており、そこでの成果を踏まえた将来戦略を具体的に策定

している。その目的は、教職員、学生等の学内の構成員に周知され、また、社会一般に理解され

るよう学外に対する情報発信にも力を入れている。 

 

２ 教育の内容・方法・成果等 

本研究科は、その教育目的や授与される学位すなわち「経営管理修士（専門職）」および「ヘル

スケア・マネジメント修士（専門職）」に照らして、教育課程が体系的に編成されており、また、

授業科目の内容が全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものであり、質の高い教育を行って

いる。フィールドスタディを重視した実践経営学を実施するための演習科目を配置し、その実施

にあたっては、産学公人材イノベーション推進協議会の会員企業等、連携団体の協力を得ている。

その成果が新聞記事で取り上げられた。また、専門演習では学生自ら論文を作成し、『商大ビジネ

スレビュー』に掲載されるなど、教育の成果を広く公表している。 

 

３ 教員・教員組織 

 本研究科の専任教員構成は、専任教員数、教授数、実務家教員数といった量的基準、及び理論

科目と実践科目における教員配置や主要授業科目への専任教員の配置といった質的基準のいずれ

においても、十分にそれら基準をクリアした内容となっている。 

 

４ 学生の受け入れ 

 本研究科の学生の受け入れ方針は明確に定められている。それは基本的な使命、本研究科の目

的に適合したものであり、公表・周知されている。そして、アドミッション・ポリシーに基づき

適切な方法で学生の選抜を行っている。また、入学者数、在籍学生数は適切に管理されている。 

 

５ 学生支援 

学生生活に関する相談・支援は、全学的な方針および体制のもとで実施している。本研究科独

自の体制としては、コース担当教員（主任教授、運営教授）が学生生活全般の相談員としての役

割を兼ねており、研究科として組織的に対応すべき問題が生じたときには、学生生活委員会や教

授会で検討し対処している。 

 

６ 教育研究環境 

 本研究科は、既存施設・設備をベースに、限られた予算の中で教育環境の整備を最優先に実施

してきた。経営系専門職大学院として適切な環境が整備されていると考えている。 
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７ 管理運営 

 本研究科は独立研究科として設置され、独立の教授会を置き、独自の研究科長の選考が行われ

ている。また、「産学公人材イノベーション推進協議会」の業務を担う事務組織として「産学人材

育成センター」を本研究科内に設置し、神戸学園都市キャンパス事務部とともに本研究科の目的

の実現を支援している。 

 

８ 点検・評価、情報公開 

 本学の第３期中期計画（平成 22 年度～24 年度）に基づく自己点検・評価に加え、本研究科独

自の自己点検・評価報告書を作成・公表した。また、設置の趣旨、教育目的とそれを達成するた

めのカリキュラムや開設科目のシラバス等の教育内容・教育方法、教員組織、施設・設備等の教

育環境、入学試験の結果等について、ホームページ等を通じて公開している。 

 

（２）今後の改善方策、計画等について 

 今後の課題および改善方法は次のようにまとめられる。 

 

１．本研究科の教育目的が達成され、その結果、本研究科が社会にどれだけ貢献したかは、最終

的に本研究科の修了者が社会からどのように評価されるかによって検証されるものと考えている。

そのため修了者やその進路先にインタビューを行うなどして、その結果を分析することにしてい

る。 

 

２．本研究科の各コースとも現在第１段階にあり、そこでの点検を踏まえて第２段階の将来戦略

を構想している。今後も、中小企業診断士登録養成課程を併設したビジネスイノベーションと地

域イノベーション、さらに医療マネジメントの各コースの継続性を確保した上で、①介護マネジ

メントコースの設置、②修了生に対するリカレント教育の拡充、③産学公連携事業の一層の推進、

④第２段階の戦略の実現に向けたカリキュラムの改変を進めていく。 

 

３．教育方法を改善するために、修了生に対する授業評価のみならず「産学公人材イノベーショ

ン推進協議会」に参加している連携組織・団体とそれにかかわる企業及び経営者と一層の交流を

図り、経営研究科における教育プログラムにかかわる外部の意見も取り入れることを検討する。

さらには本研究科の使命の１つでもある地域貢献として地域経済活性化にいかに貢献できている

かについて検証していく。 

 

４．アドミッション・ポリシーに掲げられている経営プロフェッショナル人材を養成するために、

継続的な学生の受け入れ態勢を整備する。 

 

５．教育環境の整備を最優先に行ってきたが、設置者である兵庫県の財政悪化により、年々、予

算が削減されている。このような状況において、いかに現在の環境を維持し、一層の改善を図る

かは全学的な課題である。 
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６．本研究科は、独立研究科であるため、大学の規程に基づいて設置される委員会も多く、ひと

りが幾つもの委員を兼任している。大学本部での会議も多いため、負担を軽減するように工夫す

る必要がある。 

 

７．今後も情報発信力を高め、積極的な情報公開の継続を検討する必要がある。そのために、学

生との協力体制を強化するとともに、そのため情報利用者（受験者や学生など）の意見を聴取す

る機会を増やすことを検討する。 

 

本研究科の目的を達成し、それを通じて社会に貢献するために、今回の自己点検・評価を通じて

明らかになった課題の解決に努め、一層の教育の充実を図るよう、教職員一同鋭意努めたい。 

 


