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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 

 

【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 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 「経済数学 A,B」を複数クラス開講とする履修者数の目安を検討した。カリキュラム全体は、

これまでのところ大きなトラブルはなく運営されているが、総括レポート等で問題点の拾い上げ

が行われた。                                    

  ② 新カリキュラムの「専門ゼミナールⅠ」の履修方法を確定した。ゼミの履修を促すため、経済



 

- 122 - 

学部教員によるリレー講義「経済学入門C」を開講した。                 

  ③ 具体的に科目を当てはめた資料を作成し、教授会に提出した。             

  ④ より実践的な英語運用能力を養成することを目的として、全学共通科目「英語 A」の上位クラ

スにてTOEICに特化した講義を実施することを決定した。2010年度入学生から開始する。   

  ⑤ 学部講演会；藤田昌久氏「グローバル危機後の東アジアと日本の将来－空間経済学の視点から

－」を市民にも公開して開催した。                          

 

【2010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、改善、見直しを行う。 

  ② 「経済数学A・B」について、初年度の経験を踏まえて必要な改善を図る。 

  ③ 「外国書講読C」の内容について海外研修の可能性も含めて検討し具体化する。 

  ④ 今年度から開始した英語教育の改革の状況をみて今後の方向性を検討する。 

  ⑤ ゼミの履修率を改善する。 

  ⑥ 学部講演会を前後期各1回の開催、学外講師2名枠の活用により学生が多様な学問分野や経済

の現状に触れる機会を設ける。 

 

 

（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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 「論述・作文」の出席情報を「プロ・ゼミナール」担当教員に提供し、修学状況の把握・指導

に役立てた。                                    

  ② A,Bそれぞれの担当者間で調整を行ったが、A-B相互間、Cとの関係で課題が残った。   

 

【2010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」担当者間の情報交流を行う。 

  ② 「経済学入門A・B」の内容・授業方法・評価基準について担当者間でより踏み込んだ調整を行

う。 

 

 

（３） 資格取得のためのプログラム・支援措置 

 

【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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【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   ERE対策講座を開講し、11名が EREに取り組み受験した。主担当者を補佐する協力員を配置した。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

  ① ERE受験支援について成果と意義を踏まえ、今後のあり方について議論する。 

  ② エクステンションセンターの講座を利用した資格取得に対する支援のあり方を検討する。 

  ③ 学内英語資格試験の受験を促す。 

 

 

（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 
 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 4 月の 2 年生ガイダンスで経済学におけるキャリア教育の説明を行いインターンシップの履修

を促した。実習への参加者は、3名、科目履修者は0名と低調であった。金融機関、NPO法人に学

生を派遣した。                                   

  ② 履修者が無かったため、インターンシップは事前研修と実習のみを実施した。      

  ③ 履修者が無かったため、報告会は実施しなかった。                  

 

【2010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 インターンシップの履修者の増加を図る。 

 

 

（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） 

 

【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
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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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 経済学部からの履修者はなく、協定校全体を見ても低調であると思われることから、今後の見

直しが必要である。                                 

  ②③ 国内留学制度、外国留学制度、海外研修について「経済学入門C」にて紹介し、1年生が留学

を視野に入れて学生生活の計画が立てられように図った。                

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

   国内留学制度を周知し留学を促す取組みを行う。 

 

 

（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 

 

 

（８） 生涯学習 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   「経済学特別講義」を公開講座として開催した。                    

 

【2010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 

 

【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
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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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 2008 年度卒業生に実施したアンケートの分析を行った。引き続き 2009 年度卒業生を対象にア

ンケートを実施した。                                

  ② 過去 3年間の講義別成績統計をまとめ、各講義の成績状況について情報共有を行った。  

  ③ 実施科目が限られ、回答率もやや低かったため、有効な分析ができないと考え自由記述欄の分

析にとどめた。                                   

 

【2010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実施する。 

  ② 全学的な授業評価アンケートの実施方法、内容の検証を行う。 

 

 

（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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 各学年GPA上位８名を表彰し奨励金を支給した。さらに、上位20名に、順位を情報ポータルに

て通知した。                                    

  ② 1年生に修学ポートフォリオを作成させた。2年生以降どのように積み上げていくかが課題であ

る。                                        

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

  ① GPAを活用し、学業優秀者を表彰するとともに、各学年上位20位までの学生に得点分布、平均

値、各自の順位などの資料を提供する。 

  ② 修学ポートフォリオを１年生と2年生に継続して作成させ、利用方法について検討する。 

  ③ 懸賞論文制度を実施する。 

  ④ 卒論調査旅費補助制度を実施する。 

 

 

（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 
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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 
 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 出欠状況データと修学指導との連携方法を確定した。                 

  ② 在学生を対象にオフィスアワーの利用状況調査を実施した。              

  ③ 4月のガイダンス、授業および情報ポータルを通じて、オフィスアワーを紹介し利用を促した。

上記調査の結果、それにもかかわらずオフィスアワーの存在を知らない学生が多いことが判明し

た。                                        

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

  ① 保護者への連絡のあり方も含め修学指導の方法･内容を改善する。 

  ② 「論述・作文」、「コンピュータ基礎」、「経済学入門C」の出席データを活用し、1年生に対する

修学指導を効果的に行う。 

  ③ オフィスアワーについて学生への周知の徹底を図るとともに、学生が積極的に活用するように

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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 教授会で議論し、全学教務に意見を伝えた。                     

  ② シラバスの有用性を高めるため、専門科目に関してシラバスの記載に関するガイドラインを定
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めた。                                       

  ③ 年度内に分析を完了する見通しである。                       

  ④ 卒論要旨集は検討の結果、従来どおりの編集方針で発行した。卒論発表会を実施した。   

  ⑤ 2008年度の校外学習の実績をとりまとめ教授会にて報告し情報を共有した。2009年度校外学習

について、学部報、ホームページに記事を掲載紹介した。                

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

  ① 全学的な授業評価アンケートを学部独自に分析する。授業評価の自由記入欄の分析を行い、結

果を共有する。 

  ② 授業改善の実践報告ならびに研究会を行う。 

  ③ 卒論発表会のあり方について検討を行う。 

  ④ 産業調査演習を含めて校外学習の実践実績について情報共有すると共に内容・実施方法につい

て検討する。 

 

 

（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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   250 名を越える科目について 2 クラス開講を検討したが教室・人員などの面で困難があり実施で

きなかった。                                     

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

   TIESや携帯電話などを利用した講義等を行い、学生との双方向教育を進める。 

 

 

（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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   データの整理を行い、留め置き生の動向把握に一部活用した。              
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【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

  ① 退学者について個別的事例の分析をもとにして休退学者を減少させる有効な方策を講じる。 

  ② 修学指導を効果的に実施できるように出席の取り方および出欠情報の利用方法を検討する。 

  ③ 学生生活の活性化に向けた企画を学生と協議する。 

  ④ 留年生の授業料の減免について検討する。 

 

 

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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   ｢西部大開発｣共同研究グループが北京農学院の協力を得て現地調査を実施した。北京農学院教師

友好訪問団を迎え、「学生課外活動支援に関する国際シンポジウム」と銘打ち、対応する学部長同士

で相互の学部紹介を行ったほか、課外活動への支援方法、不正行為学生への処分の在り方等に関し

て意見交換会を実施した。                               

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

  ① 外国留学制度を周知し留学を促す取組みを行う。 

  ② 北京農学院大学経済学部との間で教育･研究交流を一層進める。 

 

 

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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   今年度中に実施の見通しである。                           

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

  ① 入学者受入れ方針の見直しを行う。 
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  ② 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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 函館と帯広において学外セミナーを経営学部と共催で実施し、経済学部で何を学べるか紹介し

た。                                        

  ② 法学部との共催により、札幌学院大学出身の高校教員との意見交換会を実施した。    

  ③ 経済学特別講義を履修可能としたが、札幌東商業高校の都合により受講はなかった。   

 

【2010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 本学卒業の高校教員との交流会を法学部、人文学部と協力して開催する。 

 

 

（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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   新たに指定校を33校指定し、既存の指定校14校の指定校枠を拡大した。2011年度からＡＯ入試

を実施することを決定し、実施体制を整えた。推薦入学試験公募制Ａの制度見直しを行った。 

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 
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  ① 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。 

  ② AO入試の導入に伴い、その運営を円滑に行うとともに、効果的な方法で行う。 

  ③ 経済学部のパンフレットを改善するなど広報のあり方を検討する。 

  ④ ホームページを有効に活用し、ゼミ活動などの紹介を行い、経済学部の魅力をアピールする。 

  ⑤ 入学金、授業料免除の導入について検討する。 

 

 

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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   「国際金融論」担当教員を採用した。退職者の補充人事を2010年度および2011年度に向けて実

施する。                                       

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

   「産業組織論」、「金融論」、「日本経済論」、「地域経済論」の後任人事を経済学部のカリキュラム

の独自性を出すことを念頭において行う。 

 

 

（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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   添削業務、試験前の質問対応などについて効果の分析を行った。試験前の質問対応は学生の利用

があまりなかった等の問題点が明らかになった。分析結果の活用が今後の課題である。    

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 
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〔経済学部〕 

   引き続き実習科目および演習科目にTAを配置する。 

 

 

（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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   計画的開催が実施された。今後については、全学的な会議との関係で開催日の変更の必要性が指

摘された。                                      

 

【2010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） 
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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 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   具体的な取り組みはなかった。                            

 

【2010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の方策を検討する。 

 

 

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 

 

【2009年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

経済学部調査実習室の利用方法の改善 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   経済学調査実習室の旧式の情報機器を撤去し利用方法改善の条件を整えた。新たな利用方法につ

いて早急に検討が必要である。                             

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

   経済学部調査実習室の利用方法の見直しを行う。 

 

 

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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

   一部のゼミでキャリア支援課の担当者を招きゼミ生へのガイダンスを実施した。      
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【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

   キャリア支援課と連携して就職活動及び内定状況を把握し指導を強化する。 

 

 

10 学部独自の広報 

 

【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。 

 

【2009年度の前進面と問題点（評価）】 

〔経済学部〕 

  ① 3月中に発行予定。                                

  ② 予算要求を行ったが認められなかった。                       

 

【2010年度に実施する改善措置・方策】 

〔経済学部〕 

  ① 『経済学部報』第5号を発行する。 

  ② 経済学部創設20周年記念事業の準備委員会を設置し、事業案を作成する。 

 


