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２．経済学部 

 

１ 学部・学科の目的・教育目標 
（理念・目的等） 
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性   
必須 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的教育目標等の周知の方法とその有効性 
（理念・目的等の検証） 
任意 大学・学部・大学院研究科等の理念・目的・教育目標の妥当性を検証する仕組みの導入状況 

 

【目  的】 

経済学部経済学科は、複雑に変化する現代経済とその諸問題を探求しつつ、学生の豊かな人間性

を涵養し、経済学の知識を深めるとともに、国際的視野と地域視点を持って経済を分析する能力を

高め、その知識や分析能力を活用し、社会や産業の発展に貢献する人材を育成することを目的とす

る。 

 

【教育目標】 

１．経済学の分析能力を修め、産業社会で活躍する人材を育成する。 

２．経済学の専門知識を身につけ、日常生活を豊かにする教養を培う。 

３．経済学を総合的に修め、市民社会の形成に参加する自律した人間を育成する。 

 

２ 教育内容等 

 

（１） 教育課程 
必須 教育目標を実現するための学士課程としての教育課程の体系性（大学設置基準第19条第１項） 
必須 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

必須 
「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等の理念・目的、学問の体系性並びに学
校教育法第52条との適合性 

必須 
一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養」するための配慮の
適切性 

必須 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の進展に適切に対応するため、外国語能
力の育成」のための措置の適切性 

必須 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的授業科目・外国語科目等の量的配分と
その適切性、妥当性 

必須 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 
必須 カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 経済学部構想委員会によって提出された答申をもとに進んでいるカリキュラム改革を継続的

に審議し、完成させる。構想委員会で出された4つの履修モデルについて細部を詰める。 

② ゼミナールⅠの募集方法を見直す。 

③ 時間割編成基準の見直しなど、履修モデルに即した履修が可能になるように時間割編成を工夫

する。 

④ 学部講演会を前期・後期に各１回開催し、学外講師を前期に１回招聘する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

① 新たなカリキュラムを議論し、完成させることができた。4 つの履修モデルについても科目の

配置をおおむね完成することができた。                        

② ゼミ志望者に各ゼミの研究テーマ等を検討することを促すような方法に改善した。履修率の改

善という点でまだ成果が現れていないが、学生とゼミのマッチングの改善などの側面と合わせて

効果を見極めたい。                                 

③ ゼミの配置、各科目群のバランスなどを考慮した時間割となるよう編成基準を整備した。履修

モデルとの関連付けについては、なお一層の工夫の余地が残った。            

④ 学部講演会として、郭四志氏｢中国のエネルギー事情｣、胡霞氏「「西部大開発と環境問題～砂漠
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化をどう防ぎ再生させるか―寧夏回族自治区の苦悩―」を開催した。また、学外講師として今津

恵保氏（「札幌の国際ビジネスの現状とジェトロ事業」）を招聘した。計画通りに実施し、学外か

らの複数の聴講者が参加するなど一定の成果を得た。                  

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① 新カリキュラムの実施を円滑に行うとともに、その問題点を拾い上げる。 

② 「専門ゼミナールⅠ」の履修方法を確定するとともに、経済学入門や2年生対象科目で履修を

促す。 

③ 時間割編成基準の見直しなど、履修モデルに即した履修が可能になるように時間割編成を工夫

する。 

④ 語学、特に英語教育の改革に向けて素案をまとめる。 

  ⑤ 学部講演会；前後期各1回、学外講師2名 

 

（２） カリキュラムにおける高・大の接続 
必須 学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

プロ・ゼミナールと論述作文の関係を明確にする。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

主として教授会で、論述作文担当者から報告を受け質疑を行うなどして、情報の共有化が一定前

進した。引き続き情報交流を進める必要がある。                     

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① プロゼミナールと論述作文の情報交流を継続する。 

② 経済学入門A・Bの内容につき担当者間で調整する。 

 

（３） 資格取得のためのプログラム・支援措置 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① ＥＲＥ対策講座を今年度も行い、学生の検定受験を支援する。 

② ＦＰのエクステンションセンターの受講料の補助を行う。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

① 前年度並みの受講者を確保し、全体平均、上位者の成績向上が見られた。講座担当者の体制に

ついては、人員の拡大･担当者の固定化の回避などなど改善の余地が残された。       

② 計画通り実行され、本年度の対象学生は5名であった。                

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

ERE対策講座を実施し、学生の検定受験を支援する。担当者について、人員拡大･固定化の回避を

図る。 
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（４） インターンシップ 
任意 インターンシップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 
任意 ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステムの実施の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

ガイダンスでの説明を通じてインターンシップと他のキャリア教育科目との体系的な履修を促

す。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

4 月のガイダンスで説明を行った。効果の測定は、キャリア科目は各年次に配置されていること

から、単年度での判定は難しく、次年度以降も引き続き説明を行うことで、4 年間の流れの中で体

系的学習に導くことが必要である。                           

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① インターンシップと他のキャリア教育科目との体系的な履修を促す。 

② インターンシップ報告書をweb上で公表する。 

③ 報告会へ履修者以外の学生が聴衆として参加をすることを促す。 

 

（５） 授業形態と単位の関係 
必須 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計算方法の妥当性 

 

 

（６） 単位互換・単位認定等 
必須 国内外の大学等での学修の単位認定や入学前の既修得単位認定の適切性（大学設置基準第28条第２項、第29条） 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

受講資格を変更したことに伴う札幌圏単位互換制度の検証を行う 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

登録だけして実際は受講しないといった安易な利用は減ったが、利用者数自体が伸びず、別途利

用状況の改善が必要であるとの結論に達した。                      

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① 札幌圏単位互換制度を充実させる。 

② 国内留学制度の恒常的な実績作りのために、経済学入門Cの第１回全体ガイダンスの時間の一

部を使って国内留学の案内をする。 

③ 外国留学、海外研修等の恒常的実績作りのために、経済学入門Cの第１回全体ガイダンスの時

間の一部を使って外国留学等の案内をする。 

 

（７） 開設科目における専任・兼任比率 
必須 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 
必須 兼任教員等の教育課程への関与の状況 
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（８） 生涯学習 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

経済学特別講義を市民向けの公開講座とする。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

「経済学特別講義」を市民向けの公開講座として開催し、毎回10人前後の参加が得られた。   

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

「経済学特別講義」を市民向けの公開講座として開催する。 

 

３ 教育方法とその改善 

 

（１） 教育効果の測定 
必須 教育上の効果を測定するための方法の有効性 
必須 卒業生の進路状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 教育効果測定の基準を明確にするために、各科目の評価Ｃレベルの到達目標（習得すべき学習

内容)について情報共有･内容調整を図る。 

② 教育効果測定の一環として卒業直前アンケートを行う。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

① 懇談会を開催し、情報共有･内容調整を図った。シラバスについて、推奨様式を提示した。効果

をより確実なものにするために今後も同様の試みを継続する必要がある。         

② アンケート実施したが、回収が終わった段階であり、正確な実績評価は、現時点ではできない。

とりあえず、実施の有無のみを基準に達成度を評価する。                

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① 教育効果測定の一環として卒業直前アンケートを行う。前年度のアンケートの分析を進める。 

  ② 教育効果測定の基準を明確にするために、各科目の到達目標（習得すべき学習内容)について情

報共有･内容調整をさらに進める。 

  ③ 全学教務が実施する授業評価アンケートを学部独自に分析する。 

 

（２） 成績評価法 
必須 厳格な成績評価を行う仕組みと成績評価法、成績評価基準の適切性 
必須 履修科目登録の上限設定等、単位の実質化を図るための措置とその運用の適切性 
必須 各年次および卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 新ＧＰＡの活用（奨励金支給対象者以外に表彰のみの対象者を追加し、上位 20 位ぐらいまで

を表彰する。）とともに、得点分布、平均値、各自の順位などの資料を個々の学生に提供する。 

② 卒業論文、ゼミナール論を重視する理念の具体化として懸賞論文制度を来年度実施に向けて構

築する。 

③ 卒業論文のための現地調査等の費用を補助する制度を考案し、予算要求する。 
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【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

① 年度明けまでに実施できる見通しである。                      

② 制度案をまとめたが、予算が承認されず、実現できなかった。             

③ 制度案をまとめたが、予算が承認されず、実現できなかった。             

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① 新 GPAの活用(奨励金支給対象者以外に表彰のみの対象者を追加し、上位20位ぐらいまでを表

彰する)とともに、得点分布、平均値、各自の順位などの資料を個々の学生に提供する。 

② 大学生活4年間の学習上の目標･抱負、将来の職業像などについて学生（１年生）に書かせる。 

 

（３） 履修指導 
必須 学生に対する履修指導の適切性 
必須 留年者に対する教育上の措置の適切性 
任意 科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 修学指導の方法･内容を見直し、全学共通科目の出席データなどの 1 年後期からの活用法など

を研究する。 

② オフィスアワーの利用状況を調査する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

① 検討したが、具体的な案をまとめるにはいたらなかった。               

② 卒業アンケートに質問項目として盛り込んだ。しかし、卒業年次生以外の利用状況の調査につ

いては未着手である。                                

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① 修学指導の方法･内容を見直し、全学共通科目の1年後期の出席データを活用する。とくにプロ

ゼミ生に対する修学指導を強化する。より詳細な出欠状況の把握を行う。 

② オフィスアワーの利用状況を卒業生以外に対象を広げ調査する。 

③ オフィスアワーについて学生への周知の徹底を図る。 

 

（４） 教育改善への組織的な取り組み 
必須 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み（ ファカルティ・ディベロップメント

( )）およびそ 有効性必須 シラバスの作成と活用状況 
必須 学生による授業評価の活用状況 
任意 卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 
任意 教育評価の結果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 全学教務が行う授業評価アンケートの実施方法、内容の検証を行う。 

② シラバスの内容の統一を図る 

③ 授業評価の自由記入欄の分析を行い、結果を共有する。 

④ 卒業論文要旨集･発表会の点検･改善を行う。 

⑤ 工場見学など校外学習を充実させるために、各ゼミナール、講義クラスなどでの校外学習の実

践実績を取りまとめ教員相互が参考にできるように紹介する。 
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【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

① 教授会で意見が出されたので、全学教務に申し入れる予定である。           

② 各科目の評価Cレベルの到達目標（習得すべき学習内容)について表記法についての推奨モデル

を提示した。                                    

③ 年度明けまでに実施できる見通しである。                      

④ 参加ゼミ数、参加学生数の拡大が改善点であるが、具体的な方策は見出せていない。   

⑤ 各教員からの情報提供を求め一覧表として教授会で報告した。より深いレベルでの経験交流へ

と発展させることができるかどうかが今後の課題である。                

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① 全学教務が行う授業評価アンケートの実施方法、内容の検証を行う。 

② シラバスの内容について、到達目標（C評価レベル）以外の点での統一の必要性について検討

する。 

③ 授業評価の自由記入欄の分析を行い、結果を共有する。 

④ 卒論要旨集･発表会の点検･改善を行う。 

⑤ 工場見学など校外学習を充実させるために、各ゼミ、講義クラスなどでの校外学習の実践実績

を取りまとめ教員相互が参考にできるように紹介する。その中から一部を取り上げ学部報のエッ

セイ･記事、ホームページなどで学外に紹介する。 

 

（５） 授業形態と授業方法の関係 
必須 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 
必須 多様なメディアを活用した授業の導入状況とその運用の適切性 
必須 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制度の運用の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

多人数科目については、2 クラス開講など抜本的な改善策を講じる。習熟度別クラス編成につい

ても維持充実を図る。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

新カリキュラムの「経済数学」をA･Bとも 2クラスずつ開講することとした。       

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

多人数科目については、２クラス開講など抜本的な改善策を講じる。 

 

（６） 休退学者を減らすための措置 
必須 退学者の状況と退学理由の把握状況 
任意 編入学生および転科・転部学生の状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

過去の退学者について個別的事例を分析する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

基礎データの抽出に着手したが、具体的分析には入ることができていない。        
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【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

過去の退学者について個別的事例を分析する。 

 

４ 国内外との教育研究交流 
必須 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 
任意 国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 
任意 国内外の大学との組織的な教育研究交流の状況 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

北京農学院との間で教育･研究交流を進める。 

 

５ 学生の受け入れ 

 

（１） 入学者受け入れ方針 
必須 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 
必須 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

入試手段別に学生の成績動向の分析し、分析結果の活用法を研究する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

3月末までに実施できる見通しである。                        

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

入試手段別に学生の成績動向の分析し、分析結果を活用する。 

 

（２） 入学者選抜における高・大の連携 
任意 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 
任意 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

高大連携の一環として旭川地区で「経済学部学外セミナーin旭川」を開催する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

学外セミナーを6月に旭川、10月に帯広で開催した。帯広での開催は商学部との共催である。参

加者はそれぞれ、4名と12名であり、今後の増加の方策の検討が必要である。        

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① 高大連携の一環として道内１地区で『経済学部学外セミナーin**』を開催する。 

② 札幌学院大学経済学部(商学部経済学科)卒の高校の先生との交流をはかる。 

③ 札幌東商業高校生の受け入れを行う。 
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（３） 科目等履修生・聴講生、外国人留学生等の受け入れ 
（科目等履修生・聴講生等） 
任意 科目等履修生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 
（外国人留学生の受け入れ） 
任意 留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生の受け入れ・単位認定の適切性 

 

 

（４） 定員管理 
必須 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と（編）入学者数の比率の適切性 
必須 著しい欠員ないし定員超過が恒常的に生じている学部における対応策とその有効性 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

指定校の枠を拡大し、推薦入学者数を増やすことを目指す。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

指定校の枠の拡大、指定校の定員枠の拡大は行ったが推薦入学の受験者を増加させることはでき

なかった。                                      

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

指定校の枠を拡大し、推薦入学者数を増やすことを目指す。 

 

６ 教員組織 

 

（１） 教員組織 
必須 学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係における当該学部の教員組織の適切性 

必須 大学設置基準第 12 条との関係における専任教員の位置づけの適切性(専任教員は、専ら自大学における教育研究に従事して
いるか）

必須 主要な授業科目への専任教員の配置状況 
必須 教員組織の年齢構成の適切性 
必須 教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況とその妥当 
任意 教員組織における社会人の受け入れ状況 
任意 教員組織における外国人の受け入れ状況 
任意 教員組織における女性教員の占める割合 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 2013年度までの人事計画を作成する。 

② 経済学史と国際金融論の後任人事を行う。これに伴い、特別任用教員の獲得を目指す。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

① 2020年度までの人事計画を作成し、人事委員会に提出した。              

② 経済学史、経済数学の教員は採用することができたが、国際金融論の教員は辞退があり、採用

に至らなかった。                                  

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

「国際金融論」の後任人事を行う。 

 

（２） 教育研究支援職員 
（教育研究支援職員） 
必須 実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人的補助体制の整備状況と人員配置の適切性 
必須 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 
任意 ティーチング・アシスタント（ＴＡ)の制度化の状況とその活用の適切性 
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【2008年度に実施する改善措置・方策】 

情報関連科目及び経済数学、経済統計学、マクロ経済学、ミクロ経済学のＴＡの効果的利用を促

進する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

TA単価の見直しを要求し実現した。合わせて、添削に加え対面での学生の質問への対応を行って

もらうなどTA業務の見直しをした。                           

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

TAの指導内容拡充の効果の分析を行う。 

 

（３） 教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続 
（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続） 
必須 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 
任意 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

 

 

（４） 教育研究活動の評価 
必須 教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 
必須 教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性 

 

 

７ 研究活動と研究環境 

 

（１） 学部の研究活動、論文等研究成果の発表を促す取り組み 
（研究活動） 
必須 論文等研究成果の発表状況 
任意 国内外の学会での活動状況 
任意 当該学部・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 
任意 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 
（研究における国際連携） 
任意 国際的な共同研究への参加状況 
任意 海外研究拠点の設置状況 
（教育研究組織単位間の研究上の連携） 
必須 附置研究所を設置している場合、当該研究所と大学・大学院との関係 
任意 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 

 

１）論文等研究成果の発表状況及び国内外の学会での活動状況 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

学部の研究会を計画的に開催する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

経済学会の研究会開催に協力した。計画的に開催できた。 

第1回(4月24日)播磨谷浩三氏「Consolidation and Cost Effects in Japanese Regional Banks」 

第 2回（5月 29日）金盛直茂氏「Consumption Taxation, Social  

Status and Indeterminacy in Models of Endogenous Growth with Elastic labor Supply」、

田中藍子氏「Private Provision of Public Goods between Families」 

第 3回（6月 26日）内藤徹氏「industrial Pollution,  

Environmental Damage and Regional Agglomeration」 

第 4回（7月 30日）山田智哉氏「多変量不完全データに関する現状と今後の展望」 
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第 5回（10月 31日）平澤亨輔氏「買い物行動と都市の規模」 

第 6回（12月 4日）アンドレイ・アドミジン氏「国際金融危機と日露・東アジア経済関係」 

第 7回（2月 19日）水野敬三氏・吉野一郎氏「Strategic  

Investment and Bypass under Access Price Regulation」 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

経済学研究部会の研究会の計画的開催に協力する。 

 

（２） 科学研究費補助金等外部資金の獲得に向けた学部としての取り組み 
（経常的な研究条件の整備） 
必須 個人研究費、研究旅費の額の適切性 
必須 教員個室等の教員研究室の整備状況 
必須 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
必須 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 
必須 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 
（競争的な研究環境創出のための措置） 
必須 科学研究費補助金および研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 
任意 基盤的研究資金と競争的研究資金のバランスとそれぞれの運用の適切性 
（研究上の成果の公表、発信・受信等） 
任意 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 
任意 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 
（倫理面からの研究条件の整備） 
任意 研究倫理を支えるためのシステムの整備状況とその適切性 
任意 研究倫理に係る学内的審議機関の開設・運営状況の適切性 

 

１）競争的な研究環境創出のための措置 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

① 大学院を担当する教員の持ちコマを開示する。 

② 経済学部において外部資金の獲得を積極的に行う。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

① 2009年度教員持ちコマ一覧表に大学院担当分も掲載して開示した。           

② 教員個々のレベルでは一定の取り組みがあるが、学部全体としての取り組みは不十分であった。 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

経済学部において外部資金の獲得を積極的に行う。 

 

８ 学部の施設・設備等の整備 
（施設・設備等の整備） 
必須 大学・学部、大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況の適切性 

 

 

９ 就職支援のための学部独自の取り組み 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

情報共有のためキャリア支援課と経済学部教員との交流を図る。 
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10 学部独自の広報 

 

【2008年度に実施する改善措置・方策】 

『経済学部報』第3号を発行する。 

 

【2008年度の前進面と問題点（評価）】                       

3月中に発行予定 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

① 『経済学部報』第４号を発行する。 

② 経済学部創設20周年記念事業の企画の準備を行う。 




