
提出資料 資料の名称 資料番号

長岡技術科学大学学則 1－1

長岡技術科学大学ホームページ
1－3

ホームページ該当ページ
URL：
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/anna
i/shokai.html

―

長岡技術科学大学専門職大学院技術
経営研究科システム安全専攻2017専
攻案内

1－4

長岡技術科学大学大学院技術経営研
究科専門職学位課程　平成30年度学
生募集要項

1－5

ホームページ該当ページ
URL：
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/nyuu
shi/youkou_copy/youkou_senmon_h30
.pdf

―

経営系専門職大学院の概要を紹介したパンフレット 長岡技術科学大学専門職大学院技術
経営研究科システム安全専攻2017専
攻案内

（1－4）

平成29年度新入生向けガイダンス資
料 1－6

平成29年度二年生向けガイダンス資
料

1－7

その他、根拠資料 第195回教育研究評議会資料
1－2

システム安全専攻HP「中長期ビジョ
ン」、「戦略」

1－8

ホームページ該当ページ
URL：
https://mcweb.nagaokaut.ac.jp/system-
safety/%e4%b8%ad%e9%95%b7%e6%9c%9f%e3%8
3%93%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%a
8%e6%88%a6%e7%95%a5/

―

システム安全専攻特別講演会　募集
案内

1－9

安全安心社会研究センター特別講演
会　募集案内

1－10

緑十字展 パンフレット
1－11

システム安全エンジニア（SSE）資格
認定委員会事務局　ホームページ

1－12

ホームページ該当ページ
URL：
https://mcweb.nagaokaut.ac.jp/SSE
/index.html

―

１

添付資料一覧

添付資料

長岡技術科学大学（技術経営研究科システム安全専攻）

経営系専門職大学院の理念・目的ならびに教育目標が
明文化された冊子等（研究科概要、学生募集要項、入
学案内等）
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提出資料 資料の名称 資料番号

平成29年11月29日教務委員会資料

2－1

平成29年度履修案内

2－2

平成29年度履修案内

（2－2）

平成29年度シラバス

2－3

授業科目変更・新設等届出書（変
更）「システム安全基礎Ⅰ～Ⅳ」 2－4

授業科目変更・新設等届出書（変
更）「技術経営特論」 2－5

授業科目変更・新設等届出書（新
設）「組織マネジメント」 2－6

授業科目変更・新設等届出書（新
設）「マーケティング」 2－7

授業科目変更・新設等届出書（新
設）「ファイナンス」 2－8

授業科目変更・新設等届出書（新
設）「実践経営・会計学」 2－9

平成29年度履修申告一覧

2－10

授業実施・出席状況記録書様式

2－11

平成29年度授業日程表

2－12

補足説明付き授業科目一覧

2－13

長岡技術科学大学学則

（1－1）

平成29年度履修申告方法説明書

2－14

年間授業時間割表

経営系専門職大学院の教育内容、履修方法などを記載
したもの（学生便覧、履修要項等）

授業計画、科目概要など授業内容、成績評価内容を示
した冊子等（講義要項、シラバス等）

履修科目の登録に関する規則等（大学院学則、研究科
規程等）

２
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提出資料 資料の名称 資料番号

長岡技術科学大学学則

（1－1）

平成29年度履修案内

（2－2）

平成29年度海外及び国内実務訓練ア
ンケート 2－15

平成29年度海外実務訓練計画書

2－16

平成29年度国内実務訓練計画書

2－17

平成29年度実務訓練配属先一覧

2－18

平成29年度海外、国内実務訓練報告
書（概要版）例 2－19

秘密保持同意書様式

2－20

長岡技術科学大学学則

（1－1）

平成29年度履修案内

（2－2）

平成29年度新入生向けガイダンス資
料 （1－6）

平成29年度正・副指導教員一覧表

2－21

平成29年度二年生向けガイダンス資
料 （1－7）

成績の分布に関する資料 平成28年度成績評定別比率 2－22

平成29年度履修案内
（2－2）

平成29年度新入生向けガイダンス資
料

（1－6）

平成29年度二年生向けガイダンス資
料

（1－7）

平成28年度授業アンケート依頼書

2－23

平成28年度授業アンケート結果 2－24

成績評価基準を明示している規則等
成績評価の異議申立に関する規則等

インターンシップ等が実施されている場合
・実施要項
・受け入れ先、実施状況が把握できる資料

他の大学院において履修した授業科目の単位認定に関
して定めた規定（研究科規程等）

進級要件、修了要件の定め等（研究科規程等）

学習相談体制について定められた規定（研究科規程
等）
オフィスアワーの内容やその周知に関する資料

授業評価に関する定めおよび結果報告書
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提出資料 資料の名称 資料番号

FD研究会規定
2－25

FD研究会活動実績

2－26

授業科目変更・新設等届出書（新
設）「システム安全概論」

2－27

授業科目変更・新設等届出書（変
更）「組織経営と安全法務」

2－28

現地見学会実施例
2－29

実務家教員公募資料
2－30

実務家教員発令書 2－31

授業に関する要望記録書
2－32

医療機器安全性評価に関する研究論
文（原著学術論文の例） 2－33

システム安全専攻全科目の「ＭＯＴ
教育コアカリキュラム項目との対応
表（詳細版）

2－34

長岡技術科学大学教員選考基準
3－1

長岡技術科学大学教員選考手続要領 3－2

長岡技術科学大学教員選考基準
(3－1)

長岡技術科学大学教員選考手続要領 (3－2)

長岡技術科学大学専門職大学院技術
経営研究科システム安全専攻2017専
攻案内

(1－4)

長岡技術科学大学教員データベース
管理運営委員会規程 3－3

教員の研修願（例）
3－4

勤務時間割振申請（例）
3－5

学生募集要項（再掲） 長岡技術科学大学大学院技術経営研
究科専門職学位課程　平成30年度学
生募集要項

（1－5）

入学者選抜に関する規則 大学院技術経営研究科専門職学位課
程入学者選抜試験取扱要領 4－3

大学院技術経営研究科専門職学位課
程システム安全専攻　入学試験の採
点基準

4－4

大学院技術経営研究科専門職学位課
程入学者選抜試験　出願資格認定審
査取扱要領

4－5

大学院技術経営研究科　専門職学位
課程　入学者選抜試験　出願資格認
定審査基準

4－6

入学者選抜試験に関する業務の実施体制についての定
め（研究科規程等）

国立大学法人長岡技術科学大学入学
試験委員会規則 4－7

入学者の多様性を確保するための工夫に関する資料 システム安全専攻特別講演会・説明
会開催一覧 4－2

３

４

授業内容･方法の改善のための研修に関する定め

その他、根拠資料

その他、根拠資料

教員人事関係規程等
（教員選考委員会規程、教員資格審査規程、教員任
免・昇格規程等）

教員の任免および昇任に関する規則
（研究科規程、任用規程、懲戒規程、就業規則等）
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提出資料 資料の名称 資料番号

その他、根拠資料 入試委員会資料 4－1

システム安全専攻入学者・在籍者数 4－8

学生生活の相談、助言、支援体制に関する定め
（学生相談室規程、学生相談室報等）

長岡技術科学大学大学院技術経営研
究科専門職学位課程　平成30年度学
生募集要項

（1－5）

長岡技術科学大学セクシュアル・ハ
ラスメント防止等規則 4－9

長岡技術科学大学ハラスメント防止
に関するガイドライン 4－10

ハラスメントにかかる相談について
4－11

奨学金･教育ローンなどの募集要項、規則等 長岡技術科学大学入学料の免除及び
徴収猶予選考基準 4－12

進路選択に関わる相談・支援体制について資料 平成29年度正・副指導教員一覧表 （2－21）

身体に障がいのある者等への物的・経済的支援体制に
関する規程

長岡技術科学大学障がい学生支援室
規程 4－13

その他、根拠資料 システム安全専攻同窓会(システム安
全会)会則 4－14

システム安全同窓会総会資料 4－15

自習室の利用に関する定め システム安全専攻学生用自習室 5－3

情報関連設備等の利用に関する定め サイボウズ ログイン画面 5－7

長岡技術科学大学情報処理センター
無線LAN利用ガイド 5－8

長岡技術科学大学附属図書館利用案
内 5－4

長岡技術科学大学附属図書館システ
ム安全専攻学生用図書宅配サービス
利用の手引き

5－11

東京サテライトキャンパス図書リス
ト 5－12

システム安全専攻選定納入図書一覧
5－13

その他、根拠資料 長岡技術科学大学キャンパスマップ
5－1

長岡技術科学大学原子力安全・シス
テム安全棟見取り図 5－2

キャンパス・イノベーションセン
ター施設紹介 5－5

キャンパス・イノベーションセン
ター401号室 5－6

長岡技術科学大学事務局組織図
5－9

東京サテライトキャンパス防災マ
ニュアル 5－10

図書館利用に関する定め（図書館利用規程、資料室規
程等）
図書館利用ガイド等

５

各種ハラスメントに対応する規程およびパンフレット
（ハラスメント防止規程、啓蒙パンフ、ハラスメント
を受けた場合の救済措置についてのパンフレット等）
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提出資料 資料の名称 資料番号

経営系専門職大学院が独自に作成した自己点検・評価
報告書

長岡技術科学大学技術経営研究科シ
ステム安全専攻外部評価の実施概要 6－1

長岡技術科学大学技術経営研究科シ
ステム安全専攻外部評価委員会議事
録

6－2

長岡技術科学大学技術経営研究科シ
ステム安全専攻外部評価委員会外部
評価総評

6－3

ホームページ該当ページ
URL：
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/jouh
ou/pdf/souhyou_h28.8.pdf

―

自己点検・評価関係規程等 長岡技術科学大学自己評価規則
6－4

情報公開に関する規程 長岡技術科学大学自己評価規則 （6－4）

平成26年度長岡技術科学大学技術経
営研究科システム安全専攻自己点検
報告書

6－5

ホームページ該当ページ
URL：
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/jouh
ou/pdf/tenkensyo_h26.8.pdf

―

平成26年度長岡技術科学大学技術経
営研究科システム安全専攻外部評価
委員会外部評価総評

6－6

ホームページ該当ページ
URL：
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/jouh
ou/pdf/souhyou_h26.8.pdf

―

平成28年度長岡技術科学大学技術経
営研究科システム安全専攻自己点検
報告書

6－7

ホームページ該当ページ
URL：
http://www.nagaokaut.ac.jp/j/jouh
ou/pdf/tenkensyo_h28.6.pdf

―

その他、根拠資料 国立大学法人長岡技術科学大学技術
経営研究科システム安全専攻ホーム
ページお問い合わせ

6－8

ホームページ該当ページ
URL：
https://mcweb.nagaokaut.ac.jp/sys
tem-
safety/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%8
4%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/

―

６

適切な情報公開と説明責任が確認できる実績データ
（ホームページ、大学案内、各種パンフレット）
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