龍谷大学資料１
龍谷大学提出資料一覧

調書
資 料 の 名 称
(1)点検・評価報告書
(2)大学基礎データ
(3)専任教員の教育・研究業績（表24、25）
(4)自己点検・評価報告書における主要点検・評価項目記載状況

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

資 料 の 名 称
2005年度龍谷大学入学試験要項
2005年度龍谷大学指定校推薦入学試験要項［従来型］
2005年度龍谷大学指定校推薦入学試験要項［3.5型］
2005年度龍谷大学指定校推薦入学試験要項［大学政策枠型］
2005年度龍谷大学関係校推薦入学試験要項
2005年度教育連携校（北陸高等学校）推薦入学試験要項
2005年度教育連携校（崇徳高等学校）推薦入学試験要項
2005年度教育連携校（平安高等学校）推薦入学試験要項
2005年度龍谷大学課外活動選抜入学試験要項
2005年度龍谷大学重点サークル対象課外活動《特別》選抜入学試験要項
2005年度龍谷大学伝道者推薦入学試験要項
2005年4月入学龍谷大学外国人留学生入学試験要項
2004年9月入学のための外国人留学生入学試験要項
2005年度龍谷大学帰国生徒特別入学試験要項中国引揚者等子女特別入
学試験要項社会人推薦入学試験要項
2004年9月入学龍谷大学帰国生徒特別入学試験要項
2005年度龍谷大学指定校推薦編入学試験要項
2005年度龍谷大学3年次編入学・転入学試験要項
2005年度龍谷大学再入学試験要項
2005年度龍谷大学大学院入学試験要項
2004年9月入学龍谷大学大学院入学試験要項
龍谷大学大学院法学研究科修士課程学内推薦入学試験制度2005年度大
学院入学試験要項
2005年度龍谷大学大学院修士課程NPO・地方行政研究コース推薦入学試
験要項（協定先）
2005年度龍谷大学法科大学院入学試験要項
2005年度龍谷大学文学部社会人特別コース入学試験要項（3年次編入学・
転入学を含む）
龍谷大学留学生別科入学試験要項
2005年度龍谷大学短期大学部専攻科入学試験要項
龍谷大学大学院理工学研究科修士課程学内推薦入学試験制度2005年度4
月入学大学院入学試験要項
龍谷大学大学院国際文化学研究科修士課程学内推薦入学試験制度2005
年度4月入学大学院入学試験要項
龍谷大学大学院社会学研究科修士課程推薦選抜入学試験制度2005年度4
月入学大学院入学試験要項

(2) 大学、学部、学科、大学院 大学案内 2005 ： Power wave!
研究科等の概要を紹介し 龍谷大学 大学院 2005
龍谷大学 ［案内冊子：日本語版］
たパンフレット
Ryukoku University ［案内冊子：英語版］
龍谷大学法科大学院 ： Ryukoku University Law School
龍谷大学文学部社会人特別コース ： 2005年度社会人のための入学案内
龍谷大学理工学部 ： Ryukoku University Faculty of Science and
Technology guide book
国際関係コースガイド 2005 ： 多角的な視点で国際社会を見つめ「グローバ
ルに考えローカルに行動できる」人材をめざそう！
英語コミュニケーションコースガイド 2005 ： English Language & Culture
Program : enjoy learning now ; open new possibilities for the future.
スポーツサイエンスコースガイド 2005 ： スポーツを、する・見る・考える

資 料 の 種 類

資 料 の 名 称
環境サイエンスコースガイド 2005
Japanese and Asian Studies Program : Faculty of Intercultural
Communication, Ryukoku University, Japan
母校に戻って、キャリアをブラッシュアップしませんか？ ： 龍谷大学卒業生
対象 ； 龍谷大学大学院経営学研究科修士課程ビジネス・コース（社会人
対象）
龍谷大学 NPO・地方行政研究コース
龍谷大学 NPO・地方行政研究コース

(3) 学部、学科、大学院研究
科等の教育内容、履修方
法等を具体的に理解する
上で役立つもの

2005年度共同開講科目（共通科目）Syllabus 講義概要・授業計画
2005年度授業科目履修要項 ： 文学部（2002年度以降入学生、社会人
コース入学生）大学院文学研究科
2005年度Syllabus ： 講義計画 ； 文学部・大学院文学研究科
2005年度履修要項 ／ 龍谷大学経済学部
2005年度Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学経済学部
2005年度履修要項 ／ 龍谷大学経営学部
2005年度Syllabus講義概要・授業計画 ／ 龍谷大学経営学部
2005年度履修要項 ／ 龍谷大学法学部 法律学科・政治学科
2005年度Syllabus講義概要・授業計画 ／ 龍谷大学法学部法律学科・政治
2005年度履修要項Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学理工学部
数理情報学科
2005年度履修要項Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学理工学部
電子情報学科
2005年度履修要項Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学理工学部
機械システム工学科
2005年度履修要項Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学理工学部
物質化学科
2005年度履修要項Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学理工学部
情報メディア学科
2005年度履修要項Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学理工学部
環境ソリューション工学科
2005年度履修要項 ／ 龍谷大学社会学部社会学科
2005年度Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学社会学部社会学科
2005年度履修要項 ／ 龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科
2005年度Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学社会学部コミュニ
ティマネジメント学科
2005年度履修要項 ／ 龍谷大学社会学部地域福祉学科・臨床福祉学科
2005年度Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学社会学部地域福祉
学科・臨床福祉学科
2005年度履修要項Syllabus（講義概要・授業計画） ／ 龍谷大学国際文化
学部
2005年度履修要項 ／ 龍谷大学大学院経済学研究科
2005年度龍谷大学大学院経営学研究科履修要項
2005年度大学院法学研究科履修要項
2005年度履修要項 ／ 龍谷大学大学院理工学研究科
2005年度履修要項大学院社会学研究科 : Graduate School of Sociology
and Social Welfare
2005年度大学院国際文化学研究科履修要項
2005年度履修要項 ／ 龍谷大学法科大学院
2005年度Syllabus講義概要・授業計画 ／ 龍谷大学法科大学院
2005年度留学生別科履修要項 ： Japanese Culture and Language Program
handbook

(4) 学部、学科、大学院研究
科の年間授業時間割表

2005年度龍谷大学学部共通コース時間割
2005年度文学部授業科目時間割表（2002年度以降入学生）
2005年度大学院文学研究科授業科目時間割表
2005年度［前期］経済学部登録要領・授業科目時間割表
2005年度龍谷大学大学院経済学研究科授業時間割表
2005年度経営学部共同開講（共通）科目専攻科目（固有科目）・諸課程科目
［時間割表］
2005年度龍谷大学大学院経営学研究科時間割表
2005年度龍谷大学法学部授業科目時間割表
2005年度大学院法学研究科授業科目時間割表

資 料 の 種 類

資 料 の 名 称
2005年度龍谷大学理工学部数理情報学科時間割表
2005年度龍谷大学理工学部電子情報学科時間割表
2005年度龍谷大学理工学部機械システム工学科時間割表
2005年度龍谷大学理工学部物質化学科時間割表
2005年度龍谷大学理工学部情報メディア学科時間割表
2005年度龍谷大学理工学部環境ソリューション工学科時間割表
2005年度龍谷大学大学院理工学研究科修士課程科目時間割表・博士後期
課程科目時間割表
2005年度龍谷大学社会学部時間割表＜社会学科用＞
2005年度龍谷大学社会学部時間割表＜コミュニティマネジメント学科用＞
2005年度龍谷大学社会学部時間割表＜地域福祉・臨床福祉学科用＞
2005年度社会学研究科開講時間割表＜社会学専攻＞
2005年度社会学研究科開講時間割表＜社会福祉学専攻＞
2005年度国際文化学部授業時間割表
2005年度国際文化学研究科時間割
2005年度 法科大学院時間割（前期）（後期）

(5) 大学学則、大学院学則、 平成17年度学則・諸規程
各学部規程、大学院研究
科規程等
(6) 学部教授会規則、大学院 文学部教授会規程
龍谷大学文学部長選挙規程
研究科委員会規程等
文学部長解任請求規程
大学院文学研究科委員会内規
龍谷大学大学院文学研究科長選挙規程
経済学部組織運営規程
経済学部長選挙規程
経済学部長解任請求規程
龍谷大学大学院経済学研究科委員会規程
経済学研究科長選挙規程
経営学部教授会規程
経営学部長選挙規程
龍谷大学大学院経営学研究科委員会規程
龍谷大学経営学研究科長選挙規程
法学部教授会規程
龍谷大学法学部長選挙規程
龍谷大学大学院法学研究科委員会内規
法学研究科長選挙内規
理工学部教授会規程
龍谷大学理工学部長選挙規程
大学院理工学研究科委員会規程
大学院理工学研究科長選挙規程
社会学部教授会規程
社会学部長選挙規程
大学院社会学研究科委員会規程
社会学研究科長選挙規程
国際文化学部教授会規程
国際文化学部長選挙規程
龍谷大学大学院国際文化学研究科委員会規程
龍谷大学大学院国際文化学研究科長選挙規程
(7) 教員人事関係規程等

龍谷大学文学部教員人事規程
文学研究科授業科目担当資格審査
経済学部人事規程
経営学部教育職員選考規程
経営学部募集委員会運用細則
経営学部 模擬授業及び面接に関する運用細則
法学部教員選考規程
法学部教員選考手続細則
龍谷大学理工学部教員人事規程
社会学部教員人事規程
社会学研究科授業科目担当資格審査内規

資 料 の 種 類

資 料 の 名 称
国際文化学部教育職員選考規程
国際文化学部教育職員募集委員会運用細則
国際文化学部 教員人事に関わる選考基準の目安

(8) 学長選出・罷免関係規程 学長選挙規程
学長解任請求規程
副学長規程
(9) 自己点検・評価関係規程 大学評価に関する規程
大学評価に関する細則
等
(10) ハラスメントの防止に関す セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程
個人情報の保護に関する規程
る規程等
個人情報の保護に関する細則
(11) 規程集

龍谷大学例規集

(12) 寄附行為

学校法人龍谷大学寄附行為
寄附行為中の専務理事の事務処理

(13) 理事会名簿

学校法人龍谷大学 理事会名簿

(14) 大学・学部等が独自に作
成した自己点検・評価報
告書

調査報告書2003・2004年度学生による授業評価調査（授業アンケート）2003
年度学習に対する意識・実態アンケート
龍谷大学学生生活実態調査報告書2003年度版
2004年度法律実務論体験報告集
2001年度教学改革推進費事業理工学部卒業生に対する調査報告書
2004年度版理工学部学外実習総括集
第4回外部評価報告書平成17年3月 ／ 龍谷大学理工学部物質化学科
2003年度龍谷大学トレーニングセンター報告書

(15) 附属（置）研究所や附属病 龍谷大学社会科学研究所のご案内
科学技術共同研究センター ： 社会と科学技術の発展にむけて
院等の紹介パンフレット
国際社会文化研究所
龍谷大学瀬田学舎瑞光館龍谷大学古典籍デジタルアーカイブ研究センター
矯正・保護研究センター : Corrections and Rehabilitation Research Center
人間・科学・宗教オープン・リサーチ・センター
地域人材・公共政策開発システム オープン・リサーチ・センター（LORC）
里山学・地域共生学 オープン・リサーチ・センター
龍谷大学 アフラシア平和開発研究センター
(16) 図書館利用ガイド等

Library guide : 図書館利用ガイド2005
「来・ぶらり」 第31号 （龍谷大学図書館報）
「来・ぶらり」 第32号 （龍谷大学図書館報）

(17) ハラスメント防止に関する
パンフレット

快適で有意義な学生生活を送るために（セクシュアル・ハラスメントに関する
相談の手引き）

(19) 学生へのカウンセリング利 Counseling Service 学生相談室リーフレット
大人と子どものこころのクリニックご案内
用のためのパンフレット
龍谷大学健康管理センター利用案内
学生手帳
(18) 就職指導に関するパンフ
レット

Placement guide I : 就職活動ノート＠2005
Placement guide II : 就職活動体験記＠2005
就職情報システムRAPIS利用マニュアル2005
Career quest ： マイ・バリュー大作戦！！
2005キャリアアップサポートシステム

(20) 財務関係書類

平成12年度決算書
監査報告書［平成12年度］
平成13年度決算書

資 料 の 種 類

(21) 国際交流に関するもの

資 料 の 名 称
監査報告書［平成13年度］
平成14年度決算書
監査報告書［平成14年度］
平成15年度決算書
監査報告書［平成15年度］
平成16年度決算書
監査報告書［平成16年度］
「龍谷」学内版 79号
「龍谷」学内版 80号
「龍谷」学内版 82号
「龍谷」学内版 83号
財務の概要［平成16（2004）年度事業報告書より抜粋］
寄附行為中の専務理事の事務処理
留学生のための生活ハンドブック ： Guide to living in Japan for
international students ； 留学生生活指導

(22) 教学改善への組織的取り Report from the FD salon 04-1
Report from the FD salon 04-2
組みに関するもの
Report from the FD salon 04-3
Report from the FD salon 04-4
Report from the FD salon 04-5
Report from the FD salon 04-6
Report from the FD salon 04-7
Report from the FD salon 04-8
Report from the FD salon 04-9
Report from the FD salon 04-10
Report from the FD salon 04-11
大学教育開発センター通信 第8号
大学教育開発センター通信 第9号
FD・教材等研究開発報告書 第6号 2004年3月
FD・教材等研究開発報告書 第7号 2005年3月
2004年度 プロジェクトＥ報告書
卒業論文と私 ： 龍谷大学文学部卒業論文ガイド
学問と私 ： 龍谷大学文学部スタディーガイド
分けると、分かる ： 龍谷大学文学部ミニ講義
経済学への道2005
Freshers' study guide : Faculty of Business Administration
(23) 「学生の教育・学修・進路 龍谷大学指定合宿施設利用のてびき
支援」および「院生の学
修・研究への支援措置に
関するもの
(24) 社会貢献に関するもの

龍谷大学ボランティア・NPO活動センター2005 : Ryukoku Volunteer NPO
Center
REC総合案内
RECコミュニティカレッジ 2005年度前期講座案内

(25) 人権・健康管理等に関す 白色白光 第7号
るもの

