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経済経営学部の設置の趣旨等を記載した書類 

 
ア 設置の趣旨及び必要性 

（１） 基礎となった経済学部の沿革とそれを取り巻く状況の変化 
経済学部は平成２年に、国際化・情報化時代に対応できる知性あふれる経済人の

育成をめざし、経済学科及び経営情報学科の二学科よりなる学部として設置された。 
特に経済学科は、経済の専門知識とともに国際感覚とコミュニケーション能力を

備えた国際的経済人の育成を、経営情報学科では情報に関する諸理論と諸技術を駆

使した経営人の育成を目的とし、教育を進めてきた。 
しかしながら、設置後１５年を経るなかで経済学部を取り巻く状況は大きく変化

し、それに応えることが、学部の教育目的の変化をもたらした。変化の第一が、本

学部の卒業生の多くは、実際には国際的経済人や経営人よりは、地域社会で活躍し

ていることによる。そこで、教育目的を平成１７年度より「地域社会の中核を形成

する経済人の育成」に転換した。そのような教育目的にとっては、経済学科又は経

営情報学科に分化した教育よりは、経済と経営の双方を学ぶことがより重要となる。 
第二に、経済社会の変化を背景とする学生のニーズの変化である。すなわち、経

済学か経営情報学の二者択一により専門分野を深く学習するのではなく、双方とも

幅広く学習する方向に移っているのである。 
以上の状況の変化に対応するために、経済学科と経営情報学科を廃止し、経済、

経営、情報更に一般教育を総合的に学ぶことのできる経済経営学科を、平成１９年

に創設した。 
 経済経営学科は、単に経済学、経営情報学を学ぶだけではなく、従来のコース

制を改革・充実することにより、問題を発見し解決する能力及び企業経営・自治体

などの政策をつくる能力を養成することを目的とした。 
経済学、経営情報学に依拠した学科制に代わって、２１世紀の経済社会が直面し

ている環境、福祉、地域、グローバル化、情報化、政府の役割などの諸問題を取り

上げ、経済・経営及び諸関連領域の総合的視野から問題を発見し、解決するために

「環境と社会」、「福祉と共生」、「地域と国際」、「経済と政策」、「金融と会計」、「マ

ーケティングとマネジメント」、「情報とシステム」計７つの主専攻コースを設置し

た。 
ところが、リーマンショック以降の経済状況の更なる変化を受けて、社会への円

滑な移行を保障する責務を大学が担うことが強く要請されることになった。「幅広

い職業人の養成」を使命とし、「社会で生き抜いていける力」を備えた人材の育成

を主眼とする教育が大学に課せられているのである。 
このような要請の背景には、大学卒業生の就職率の低下をもたらした原因を、経
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済状況のみに求めるのではなく、時代の変化とともに異なってくる人材要求に大学

が十分には応えていない実態がある。 
「産業界の求める人材像と大学教育への期待に関するアンケート結果：平成２３

年１月１８日(社)日本経済団体連合会」が示す、産業界が文科系大学生に期待する

ものは、「論理的思考力や課題解決能力を身につける、チームを組んで特定の課題に

取り組む経験、実社会や職業との繋がりを理解させる教育」なのである。いわゆる「社

会人基礎力」に対応するものであり、このような能力を身につけた人材の需要の多

いことを明らかにするものである。 
経済経営学部の教育目的は上記に対応するものであり、それはまた、経済・経営

系大学を志願する高校生の動向を反映するものである。 
 

表１：基礎となった経済学部志願者・入学者数の変化 

 
平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

志願者 485 552 629 445 383 

入学者 264（7） 307（8） 311（9） 252（3） 224（2） 

編入志願者 9 28 20 25 22 

編入学者 8（7） 19（18） 11（7） 20（19） 18（16） 

（注）入学定員：平成 20 年度 240 名、平成 21 年度から平成 23 年度まで 250 名、 
平成 24 年度は 240 名、 
編入学定員：10 名、入学者、編入学者の（）内は、留学生 

 
上記表１に見られるように、基礎となった経済学部入学者は平成２１年、２２年

は３００名程度であったが同２３年には２５２名と減少した。ベネッセ、河合塾等

の昨年度志願者動向データを参照すれば、経済学部志願者減少の一方で、全国的に

見れば経営学部志願者の減少はない。不況の影響を受け、ビジネスに直結する経営

学に魅力を覚える高校生は減っていないのである。基礎となった経済学部生の多く

がビジネス関連のコース選択をしている結果を踏まえれば、経済と経営の両領域の

基礎を身につけた上で、経営学をより深く学ぼうとする学生のニーズは十分にある

のである。 
 

（２）人材育成と、基盤となる学問領域 

本学部では、経済学、経営学の基礎を共通の基盤とした上に、経済学を系統的に学

ぶ「経済と社会」コースと、経営学を系統的に学ぶ「ビジネスとマネー」コース、「マ

ーケティングと戦略」コースを設定する。 

経済経営学部の人材育成の基盤となるコンセプトは次の４点に集約できる。 

①経済学と経営学を基礎にし、社会を複眼的に見る力を育成する。 
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②仕事と学びとの関係を明示したキャリア教育を通し、学生の職業観・就業意識

の涵養を図る。 

③仕事の現場感覚を得られる機会として、アウト・キャンパス・スタディ、地域

人講師による講義・講演を導入する。 

④導入教育の徹底を図るため、入学前教育プログラムに英語、国語、数学を入れ、

高校から大学への円滑な移行を保障する。 

 

上記のコンセプトに従って、各コースの人材育成目標をコースの特色と関連づけ

ると次のようになる。 
【経済と社会コース】 

「経済と社会」コースは、経済の成り立ちや仕組みを理論的・歴史的に理解す

ることや、今日、生じているさまざまな社会的・経済的問題に対して、どのよう

な政策が望ましいかを、経済学の理論を中心に考える力を養うことを目的とする。 
国内外の社会的・経済的なさまざま問題の本質や構造を理解することが、コー

スの教育目標の一つとなる。なぜ、景気は良くなったり悪くなったりするのか、

財政赤字はなぜ起きるのか、日本では少子高齢化が進行しているが、それによっ

て私たちの社会や経済はどのような影響を受けるのか、人間の経済活動と自然環

境の保護には、どのような関係があるのか、諸外国の経済はどのように発展して

おり、日本との貿易や経済連携はどのようになっているのか、が理解すべき課題

例である。 
このコースは、経済の動向や問題をただ知識として得ることではなく、経済全

体の仕組みを考えながら、問題の原因を経済学の理論に基づいて分析することを

主眼とする。また、社会福祉や環境、外国との関係や国内の地域・地方の問題を

解決するための、経済学を中心とした政策を学ぶ。 
経済と社会コースは、公務員や公共的な仕事に就きたい人に最適である。更に、

金融や流通などの企業に勤める人にとっても、ビジネスにおいて欠くことのでき

ない常識となる経済についての基礎的知識を、体系的に学ぶ機会を提供し、それ

ら職業人の育成に資することになる。 
【ビジネスとマネーコース】 

本コースでは、「マネーの知識」を中心に学ぶ、あるいは「ビジネスと会計の知

識」を中心に学ぶ、二つの選択肢を提供する。 
（1）「マネーの知識」を中心に学ぶ 

日本は，未曾有の少子高齢社会を迎える一方で、高度経済成長が期待し難い状

況にある。日本人のライフ・スタイルを考えれば、現役退職後の２５年以上の長

い生活に関する確かなビジョンを各自が計画することが求められる。 
このような「単純に貯蓄することではなくて賢い資産運用力が求められる時代」、
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換言すれば賢い投資家であると同時に合理的な消費者であることが求められる経

済状況の到来を前提とした場合、マネーに関する具体的でかつ実践的な知識を体

系的に習得した人材の確保の重要性は従来に比べ，格段に増すものと考えられる。

この「ビジネスとマネー」のコースに設置されている科目群はこのような時代の

ニーズに応えられるように設計されている。 
（2）「ビジネスと会計の知識」を中心に学ぶ 

日本における企業も、多くが製品の製造を中心としつつ、投資活動も少なから

ず行うようになった。ビジネスとマネーの中で、会計を中心として学ぶ場合、こ

のような企業の経営活動を記録・計算・報告する方法を学ぶことになる。また、

企業の会計に基づいて公表された財務諸表（経営成績や財政状態など）を読み取

り、どの企業が現在、良好であるのか、また将来性はどうなのか、更に倒産の危

険性はあるのかなどを評価する方法を学ぶ。 
このビジネスとマネーコースに設置された科目群を体系的に履修することによ

って、簿記検定など各種資格への最短ルートをたどるとともに、更に次のような

人材の育成を期することになる。具体的には銀行、証券会社、ノンバンク、生損

保会社等の金融業で働く職業人であり、「会計と金融」に関する専門的な知識を必

要とされる公認会計士、税理士、ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）、証券ア

ナリストなどの専門職への道も開けて来る。 
また本コースで学んだマネーについての専門的な知識、更にビジネスプランを

具体化するための経営戦略、経営資源についての幅広い知識を身につけることに

よって、企業の中でビジネスプランを企画立案し、中心的なスタッフとして活躍

できる人材を養成することも意図している。 
【マーケティングと戦略コース】 

会社を作る（起業する）とき、また、会社の中で新しいビジネスを始めるとき

には、ビジネスプランを作成しなければならない。そのためには、自分たちが相

手にする顧客が求めるサービスや商品を知り、売れる商品、サービスを開発し提

供する手段を考えること、そして経営に関わる情報をICT（情報通信技術）ベー

スに適切に管理する知識と技術が必要である。本コースはマーケティングを効率

的、効果的に進めるために、企業活動全体を視野に入れ、売れ筋を発見・開発し、

情報を適切に管理し、組織を動かす事のできるクリエイティブな人材を養成する。 
具体的には、メーカー、商社、流通業、ベンチャー企業、ITサービス業の従

業員、あるいは起業家などの人材育成を目標とする。 
 
 
イ 経済経営学部の特色 

本学部の特色は、経済学と経営学の両領域の知識と幅広い教養を活用し「地域社
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会の中核として諸活動を担う人材を育成する」ことにある。言い換えれば、幅広い

職業人の養成である。 
 経済経営学部創設の趣旨は、下記の４点に集約される。 

①学部の教育目標として、本学の教育目的である「地域社会の中核を形成する職

業人の育成」を実現するために、経済学と経営学の両領域の基礎を学生に修得させ

る。 

②社会への円滑な移行を保障するために、経済学・経営学の系統的教育を通して、

学生の「社会で生き抜いていける力」を涵養する。 

③各コースの人材育成像を明確にし、社会人として活躍するのに必要な力と、学

部における学びとの関連性を明らかにする。 

④学生に幅広い教養を身につけさせるため、経済学・経営学に加えて法学、哲学、

倫理学、歴史学等関連領域の学習機会を系統的に提供する。 

本学部は 1 学科３コースよりなる。学科名称は「経済経営学科」とするも、基礎

となった経済学部経済経営学科に対し次の点で大幅な変革を行ったのである。 

すなわち、「経営リーダーシップ論」、「企業家論」、「地域企業論」、「ソーシャル・

マーケティング論」、「マーケティング・データベース」、「人的資源戦略論」等の経

営領域科目を新設するとともに、「応用会計情報システム論」、「上級簿記演習」等の

会計領域の科目も新たに設置して簿記・会計の実践的な知識・技能習得の機会を増

し、更に、経営情報領域についても「経営システム論」、「経営資源科学」等の科目

を新規に置き、その結果、経済学、経営学の系統的学習を保障する点に変更はない

ものの、旧経済経営学科に比して「経営領域」の比重を質的・量的に大幅に高めて

いる。 

そのうえ、法学、哲学、倫理学、歴史学等関連領域の科目を専攻基幹科目に配置

し、幅広い教養と専門科目の基礎とを関連づけた履修を目指している。 

「幅広い職業人」に必要とされるのは、職業に密接に関連する経済学・経営学領

域のみならず、民法、商法等の民事法学の基礎的理解であり、そして、企業実務に

おけるコンプライアンスの重要性を考慮すれば、哲学、倫理学の考え方を身につけ

ることである。更に、内なる国際化に示されるように、「地域における諸活動の中核

を担う人材」にとり国際化の影響は回避し得ず、異文化・自文化を理解するために

歴史学、地理学の知見を活用することが要請されているのである。 

経営領域重視の姿勢は、開設する「経済と社会」、「ビジネスとマネー」、「マーケ

ティングと戦略」の３コースのうち、「経済と社会」コースが経済領域を中心とし、

残る２コースである「ビジネスとマネー」、「マーケティングと戦略」が経営領域を

中心とすることに反映されている。 

すべてのコースにおいて、経済学・経営学の基礎と関連領域の知識を修得させる

とともに、「経済と社会」コースでは経済学領域の、「ビジネスとマネー」コースは
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会計学と金融領域の、「マーケティングと戦略」コースでは、経営学領域の系統的履

修を通し、上記人材育成目的の達成を目指すものである。 

 
ウ．学部学科等の名称及び学位の名称 

学部の名称を「経済経営学部」、学科の名称を「経済経営学科」とする。今回の申

請学部、学科の教育内容が経済学と経営学の両領域を基盤とすることから、「経済経

営学部経済経営学科」とすることが適切と考える。 
「経済と社会」コースを選択して所定の卒業要件単位数を修得した場合に学士（経

済学）を、「ビジネスとマネー」コースあるいは「マーケティングと戦略」コースを

選択して所定の卒業要件単位数を修得した場合に学士（経営学）の学位を授与する。 

学部の英訳名称は、Faculty of Economics and Management、 
学科の英訳名称は、Department of Economics and Management、 
学士（経済学）の英訳名称は、Bachelor of Economics、 
学士（経営学）の英訳名称は、Bachelor of Management 、 
とする。 

 
エ．教育課程の編成の考え方及び特色 

本学部が根を下ろす地域社会が求めている人材は、幅広い知識と「専門的基礎

力」を備え、多面的に対応する能力を持った人材、すなわち「幅広い職業人」で

ある。 
そのような「幅広い職業人」の育成を図るためには、基本的なものの見方、多

面的なものの見方を学ぶ教養科目及び専門科目における専攻基礎科目と専攻基幹

科目に重点を置くカリキュラムが作成されなければならない。 
更に、社会への円滑な移行を保障する前提が、社会で生き抜く力の涵養である。

我が国の大学教育においては、知識の伝授が偏重されることによる弊害が顕在化

し、経済産業省が「社会人基礎力」（①考え抜く力、②前に踏み出す力、③チーム

で働く力）を提唱したように、諸能力の涵養が強調されるに至っている。多面的

な能力を有する幅広い職業人の養成を教育目標とする本学においては、その点の

一層の追求が必須となることは言うまでもない。 
しかしながら、「社会人基礎力」をそのまま援用するのではなく、本学の学生の

現状に見合った「駿大社会人基礎力」が構想される必要がある。 
そこで、次の五つの能力（十六の能力要素）を「駿大社会人基礎力」として掲

げることとした。 
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（１）基礎的な力 （４）チームで働く力（チームワーク） 

①読解力  ⑩常識力（一般常識、マナー） 
②文章力  ⑪プレゼンテーション能力 
③情報収集能力  ⑫コミュニケーション能力 

  ⑬協調性 
（２）考える力（シンキング）  
④論理的・多面的思考力 （５）総合的な力 

⑤情報処理能力  ⑭課題発見能力 
⑥理解力  ⑮計画力 
⑦創造的発想力  ⑯問題解決能力 

  
（３）前に踏み出す力（アクション）  
 ⑧主体性  
 ⑨行動力・実行力  

 
この「駿大社会人基礎力」を大学教育の中で意識的・体系的に育成していくこと

が、具体的到達目標となる。 
そのために、各講義・演習において、知識の獲得に加えて、「駿大社会人基礎力」

の育成を授業の到達目標に位置づけ、授業アンケートでその成果を検証していくこ

とを意図している。 
更に、本学部では「社会を生き抜く力（就業力）」を高め、社会に貢献できる人材

を養成するという教育目標を実現するものとしてキャリア教育を捉え直し、その充

実をカリキュラム設定の根幹に位置付けるものである。 
すなわち、従来のキャリア科目を一新することに加え、すべての授業をキャリア

科目とみなし、カリキュラム全体をキャリア教育として機能させることが求められ

るのである。それは、すでに述べたように、「駿大社会人基礎力」の涵養をすべての

科目において目的的に追求することに他ならない。 
そのうえ、カリキュラム全体がキャリア教育として実効性を持つためには、「社会

とのつながり」が必要不可欠である。学生に社会に目を開かせる教育、社会と結び

ついた教育の構築が可及的速やかに必要となってくる。そのために、すべての講義・

演習において、それぞれの角度から社会に対する目を開かせるべく、常に社会を意

識した授業を展開する。 
大学から社会への円滑な移行を保障する教育を実践するために、先ずは、学びの

意義を現実との連関で示すことにより学習意欲の向上を図り、そして、経済学と経

営学の複眼的視点の確保することで、マクロ的、経済的視点のみならずマイクロ・

マイクロ的、経営の視点をも加味した現実企業社会の理解を進めることを教育課程
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の編成に当たり留意したのである。 
それゆえ、経済学・経営学の関連分野である「法と社会を対象とする学問分野」

を専門教育の中に組み込むことを通し、幅広い教養を身につける機会を提供したの

である。社会的背景を知ることが、社会的現実を知る前提と考えるからである。 
そして、経済学・経営学の専門分野においては、両学問領域の基礎を重視し、経

済社会の現実に根ざした充実した専門教育を提供すべく、経済の成り立ちや仕組み

を理論的・歴史的に理解し、今日、生じているさまざまな社会的・経済的問題に対

して、どのような政策が望ましいかを、経済学の理論を中心に考える力を養うこと

を目的とする「経済と社会コース」と、ビジネスに伴うマネーの取引と会計ルール

を学ぶ「ビジネスとマネーコース」、そして自分たちが相手にする顧客が求めるサー

ビスや商品を知り、売れる商品、サービスを開発し提供する手段を考え、経営に関

わる情報をICT（情報通信技術）ベースに適切に管理する知識と技術を活用する力

を身につける「マーケティングと戦略コース」の３コースを設置した。 
また、高等学校までの教育から大学教育への移行、大学内での教養教育から専門

教育への移行をスムーズにするための導入教育を充実させた。大学における学びと

社会との関連を実例によって示す「経済・経営と社会」、そして、「幅広い職業人」

の基礎的素養となる「基礎数学」を必修科目としているのが一例である。 
更に、社会への円滑な移行を保障する基盤の一つとしてキャリア教育の内容を一

新したのである。社会を知ることで、社会に出ることのハードルを下げる「キャリ

ア発展Ⅰ」、働く動機を言語化する「キャリアデザインⅠ」、就職活動への恐怖心や

不安を払拭する「キャリアデザインⅡ」を必修化し、インターンシップも充実させ

ている。 
そのうえ、１年次に「プロゼミナール」、２年次に「入門演習」、３年次に「演習

Ⅰ」、４年次に「演習Ⅱ」を置き、少人数演習形式による、４年間一貫した「教員と

学生とが共感的に相互理解」できる教育を実現する。 
以上のように、本学部の教育課程は、大きくは、(1)学部科目、(2)外国語科目、(3)

教養基礎科目、(4)教養発展科目、(5)キャリア支援科目、(6)情報教育科目、(7)演習

科目、(8)専攻基礎科目、(9)専攻基幹科目、(10)専攻科目、(11)自由選択科目、から

成り立っている。 
教育課程編成で留意した点は、1 年次に経済学、経営学領域の基礎的科目を必修

とすることで、経済学と経営学の両領域を知り複眼的思考の基礎を築くことである。

更に、両学問領域の特性を理解することで、コース選択を強く意識させ、経済学あ

るいは経営学の系統的履修へと学生を動機づけることである。そのうえ、専攻基幹

科目に「社会・法分野」を設け、経済学、経営学の関連領域の学習を通して、幅広

い教養形成の機会を提供していることである。 
系統的学習と幅広い教養の両目的達成を確実にするために、専攻科目と「教養」
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系科目の配分に偏りをなくし、更に、履修モデルの設定により系統的、段階的学習

を担保しているのである。 
専攻科目は、１年次の専攻基礎科目、２年次からの専攻基幹科目、３年次からの

専攻発展科目から構成される。コースは、３年次から選択する。 
各科目の内容は下記の通りである。 

 (1)学部科目（１年次、２単位） 
大学における学びと社会との関連を具体例によって示し、経済学・経営学を学ぶ意

義を伝えて学習への動機づけを図る「経済・経営と社会」を必修としている。 
 
(2)外国語科目（１～２年次、１２単位以上） 
第一外国語として英語６単位、第二外国語としてドイツ語、フランス語、中国語、

韓国語の中から選択して６単位の、合計１２単位を必修としている。 
外国人留学生は、第一外国語として日本語８単位、第二外国語としてドイツ語、フ

ランス語、中国語、韓国語の中から選択して４単位の、合計１２単位を必修としてい

る。ただし、外国人留学生は母国語を第二外国語として選択することはできない。 
なお、より進んだ外国語学習を望む学生を対象に、英語、ドイツ語、フランス語、

中国語、韓国語の演習科目の選択を可能としている。更に、海外の大学と提携して短

期の語学研修の機会を設け、「海外語学演習」の履修ができるようにしている。 
 
(3)教養基礎科目（１～２年次、１２単位以上） 
教養基礎科目は、「人間と文化」、「人間と社会」、「人間と環境」の三分野に配置さ

れた科目から１２単位以上を履修する。哲学、社会学、心の科学等の領域で一般的な

知識と考え方を身につけさせることを目的とする。 
 
(4)教養発展科目（２～３年次、１０単位以上） 
教養発展科目は、１年次に学んだ基礎的教養を基盤に、現実に即した問題を取り上

げて、学問と社会との関連性を強調し、教養のより具体的・実践的な意義に気付かせ

る機会を提供する。 
 
(5)キャリア支援科目（１～３年次、１０単位以上） 
全学部共通であり、学問と仕事との関連を説明することで健全な職業観を育み、就

業意識を向上させるための科目であり、１０単位を選択する。 
社会を知ることで、社会に出ることのハードルを下げる「キャリア発展Ⅰ」、働く

動機を言語化する「キャリアデザインⅠ」、就職活動への恐怖心や不安を払拭する「キ

ャリアデザインⅡ」を必修化し」の３科目６単位を必修とする。 
これら「働くこと」を考え、社会で働くための知識やマナーを学び、人生設計を描



10 
 

く機会を与えるキャリア支援科目と、実際の社会に触れる中で、コミュニケーション

能力や社会性を学ぶアウトキャンパス・スタディ科目とが配置される。特に、町のみ

ならず森をも学びの場とするアウトキャンパス・スタディの充実は、本学部の目指す

「地域社会の中核として諸活動を担う人材」の育成の前提である、「地域を知る」と

いう点で、重要である。 
 
(6)情報教育科目（１年次、２単位） 
「コンピューターリテラシーⅠ」で PC を用いた文章処理、E メール、インターネ

ット検索を中心に学び、「コンピューターリテラシーⅡ」は PC を用いた表計算ソフ

ト並びにプレゼンテーションの技法の習得を目的とし、ともに必修科目としている。

卒業論文作成に必須の技能であり、社会人として仕事をこなすのに不可欠の技術だか

らである。 
 
(7)演習科目（１～４年次、必修１６単位） 
本学の特徴である少人数教育に基づく双方向教育重視のため、演習科目は１年次か

ら４年次まで必修である。 
１年次演習では、文章理解、レポート作成、資料検索、プレゼンテーションなどの

スキルを育成し、２年次演習では、１年次演習での内容を発展させるとともに、文献

講読やディスカッションなどを通し、３・４年次の専門演習で必要となる知識・能力

の更なる向上を目標とする。 
３年次演習では、経済学・経営学の基礎の上に社会経済的な背景を踏まえた現実世

界のありようを、学生の興味・関心を喚起しうる問題と関連づけながら探究する。文

献講読、資料調査、フィールドワーク等を通して専攻領域を深く学び、学んだ内容の

報告と討論を通して、コミュニケーション能力、問題発見・解決能力の涵養を図り、

卒業論文作成の準備を行う。４年次演習の目標は、卒業論文の完成である。学生の関

心ある「問い」への解答を求める作業を通し、学士としての質を保障する卒業論文の

完成を目指すことになる。 
 
(8)専攻基礎科目（１年次、２０単位以上） 
専攻基礎科目は、経済学と経営学の入門的知識を学ぶための科目からなり、２０単

位を選択する。 
経済と経営との共通言語である数学を学ぶ「基礎数学」、経済学の基礎を学ぶ「経

済学の基礎（ミクロ編）」、「経済学の基礎（マクロ編）」、経営学の基礎を学ぶ「経営

学総論Ⅰ」そして、国際化の時代に必要な経済的知識の基礎を提供する「国際経済の

基礎」の 5 科目 10 単位を必修とする。 
経済経営学部生に必要な、経済と経営の複眼的思考の基礎を修得することを目的と
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して、上記 5 科目を必修としたのである。 
 
 (9)専攻基幹科目（２年次、２２単位以上） 
経済経営学部生として必要な経済学と経営学の両領域の基礎と関連領域の知識と

考え方を学ぶための科目からなり、２２単位以上を選択する。 
この科目群は、経済学領域の科目を配置した「経済コア分野」、金融論・会計学領

域の科目を配置した「金融・会計コア分野」、経営学領域の科目を配置した「経営コ

ア分野」、法学、哲学、倫理学、歴史学等の隣接関連分野の科目を配置した「社会・

法コア分野」から構成される。コースによって分類されているそれぞれの専門領域へ

の導入部を学ぶとともに、関連領域をも学習することで幅広い教養を育むことを狙っ

ている。 
「経済と社会」コースを選択した者は専攻基幹科目のうち、「経済コア分野」の指

定された８科目中２科目４単位以上、 
「ビジネスとマネー」コースを選択した者は専攻基幹科目のうち、「金融・会計コ

ア分野」の指定された４科目中２科目４単位以上、 
「マーケティングと戦略」コースを選択した者は専攻基幹科目のうち、「経営コア

分野」の指定された５科目中２科目４単位以上を修得しなければならない。 
選択必修科目をコース基幹科目群に設定した理由は、専攻領域科目の系統的履修を

強く意識させるためである。コース決定は３年次に行われるが、２年次の段階で履修

する分野を選定することを通して、コース選択の事前の準備を促すことを狙っている。

専攻基幹科目の「分野」と専攻発展科目のコース科目とが連動していることは、コー

スの履修モデルに沿う体系的科目選択を導き、結果として学士（経済学）、学士（経

営学）の学位を授与するに足る教育を保障することになるのである。 
 
(10)専攻発展科目（１２単位以上） 
専攻発展科目は、コースによって分類されている。それぞれの専門領域を更により

深く学ぶ科目群であり、１２単位以上を選択する。 
 
(11)自由選択科目（６単位） 
各科目群の余剰単位、他の学部・学科で指定された科目で修得した単位をもって充

てる。幅広く、自主的な学習を促すことを主目的とする。 
 

オ．教員組織の編成の考え方及び特色 

経済経営学部の名称にふさわしく、経済学・経営学系教員が本学部教員組織の中核

となる。経済学領域教員１１名（教授７名、准教授 4 名）、経営学領域教員１１名を

擁している。経営学領域教員のうち、経営学専攻教員５名（教授 5 名）、経営情報専
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攻教員４名（教授 4 名、講師 1 名）、会計領域専攻教員２名（教授 1 名、准教授 1 名）

である。外国語（英語２名、ドイツ語、フランス語各１名）、環境生物学領域教員が

これに加わり、幅広い教養を修得させる基礎を担っている。 
専攻基礎科目のうち、中核となる理論的必修科目である「経済学の基礎（マクロ編）」

担当者は准教授、「経済学の基礎（ミクロ編）」担当者は准教授、「経営学総論Ⅰ」担

当者は教授（博士（学術））である。 
母体となった旧経営情報学科の衣鉢を受け継いで、経営情報専攻教員の比率が高い

のが本学部の特色である。更に、企業、政府機関の勤務経験者が多いこと、データ分

析、フィールドワークを手法として用いる研究を主とする者の多いこと、これらがあ

いまって、企業・社会との関連性ある講義・演習を提供できる基盤を形成しているこ

とが、本学部教員組織編成の大きな特色となっている。 
開設時点における教員２８名中、６０歳代８名、５０歳代１２名、４０歳代以下８

名となっている。完成年度までに定年退職する教員が経済領域で１名いるが、当該教

員の担当科目は１年次科目などに限定し、教育体制に対する影響を極小化している。

上記以外の６０歳代教員の定年退職に対応して補充採用を行い、研究・教育水準の維

持に努める予定である。（教員の定年については、資料④（「学校法人駿河台大学定年

規程」及び「駿河台大学特任教授に関する規程」）参照）。 
 

カ．教育方法、履修指導方法及び卒業要件 

カリキュラムは、系統的学習を保障するため、段階的に履修できるよう各年次に科

目を配置することを原則としている。 

成績評価は多元的評価を行うとともに、GPA制度を導入する。 

本学部の授業科目は、その形態によって、主に、次のように分類することができ、

科目に応じて適切な形態が採られている。 

①講義科目 

②演習科目（外国語学演習を含む） 

③外国語科目（外国語学演習を除く） 

④実習科目 

中・大教室で、教員が多数の学生に講義を行うのが①の「講義科目」であり、少人

数クラスで学生参加型あるいは対話型の授業を行うのが②の「演習科目」である。③

の「外国語科目」は講義形式と演習形式の中間的なものと言うことができる。④の「実

習科目」は、情報教育科目のように機器を使って実際に行う作業を通して目標とする

技能等を修得させるものである。 

授業内容により適切な授業方法を選択し、それに対応した学生数となるよう講義の

コマ数を設定している。 

大部分の科目は講義形式によって行われる。講義担当者が多数の学生に対して講義
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を行うが、できる限り双方向的な講義を行うよう努めている。講義中における発問と

応答、あるいはリアクションペーパーの提出などである。出席率とともに、レポート

や試験によって講義内容の理解度を測る多元的評価によって成績が決定される。 

「経済・経営と社会」、「基礎数学」、「経営学総論Ⅰ」、「経済学の基礎（マクロ編）」、

「経済学の基礎（ミクロ編）」、「国際経済の基礎」については複数コマを設定し、受

講者が 100名を大幅に超えないよう配慮している。 
演習科目は、基本的に受講者数１５名を最大とする少人数のクラスで、学生による

調査や発表、そして、学生と教員や他の学生との議論・討論を中心とする授業方法が

採られている。成績評価は、演習への参加、貢献度に加え、適宜課されるレポート等

を総合して評定される。 
外国語科目は、１クラス３０名程度の人数を目安に編成され、演習と同様に、学生

が確実な出席と積極的な参加を求められる形態の授業が行われる。適宜小テスト等が

行われ、語学の修得度を評定される。 
実習科目は、情報教育科目、キャリア支援科目の一部など、実習を中心として行わ

れるものである。実習という科目の性質上、受講者数に制限を設けて行われる。演習

科目よりも受講者数は多いものの、学生が主体となって体験学習を行っていく点で演

習科目に近い性格を持っているが、教員の指導に従って全員が実習を行うなど、講義

科目と演習科目の中間的な授業となる。演習と同様に、演習への参加、貢献度を主に

して評価が下されるが、適宜レポート等の課題が課せられ評価の対象とされる。 
演習科目の一部では人数を制限する都合上事前登録を求められるが、それ以外は、

四月に履修登録を行い、各科目の評価基準を満たすことによって単位を与えられる。 
履修指導は、年度当初のガイダンスによって行われるが、１年次のプロゼミナール、

２年次の入門演習を担当する教員が FA となって、学生個々の履修指導を担い、コー

ス選択の指針を提供し、選択に悩む学生の対応も行っている。 
 
卒業要件は、次の通りである。 
学部科目「経済・経営と社会」必修 1 科目 2 単位、 
教養基礎科目から 6 科目 12 単位以上、教養発展科目から 5 科目 10 単位以上、 
必修第１外国語必修 3 科目 6 単位、必修第 2 外国語必修 3 科目 6 単位、 
情報教育科目必修 2 科目 2 単位、演習科目必修 4 科目 16 単位、 
キャリア教育科目から必修 3 科目 6 単位を含む 5 科目 10 単位以上、 
専攻基礎科目から必修 5 科目 10 単位を含む 10 科目 20 単位以上、 
専攻基幹科目から選択したコースの選択必修科目 2科目 4単位以上を含む 11科目

22 単位以上、選択したコースの専攻発展科目から 6 科目 12 単位以上、 
その他自由選択科目として 3 科目６単位、計 124 単位以上を修得すること。 
「経済と社会」コースを選択した者は専攻基幹科目のうち、「経済コア分野」の指
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定された８科目（マクロ経済学Ⅰ、マクロ経済学Ⅱ、ミクロ経済学Ⅰ、ミクロ経済

学Ⅱ、経済政策論Ⅰ、経済政策論Ⅱ、財政学Ⅰ、財政学Ⅱ）中２科目４単位以上、

「ビジネスとマネー」コースを選択した者は専攻基幹科目のうち、「金融・会計コア

分野」の指定された４科目（金融論、国際金融論、財務会計論、管理会計論）中２

科目４単位以上、「マーケティングと戦略」コースを選択した者は専攻基幹科目のう

ち、「経営コア分野」の指定された５科目（経営戦略論Ⅰ、マーケティング論Ⅰ、経

営管理論、経営史、経営情報論Ⅰ）中２科目４単位以上を修得しなければならない。 
 

上記の履修指導のガイドラインとなるのが、別表（資料①〔経済と社会コース〕、

資料②〔ビジネスとマネーコース〕、資料③〔マーケティングと戦略コース〕）に示す

履修モデルである。教養科目群、キャリア支援科目群は学生の自主性を尊重し、科目

選択を自由に任せているが、専攻科目については、授与する学位とコースとの連関を

明示することが必須であり、履修ガイダンスや１年次、２年次演習担当教員であるFA
が履修指導する際に活用することになる。 

 
履修科目の登録の上限は、年間で 1 年次 44 単位、2 年次 46 単位、3 年次 46 単位、

4 年次 44 単位とする。１年次は、外国語等実習系の必修科目が多いことを考慮して

他の年次に比して上限単位を低くしている。履修モデルでは、40 単位程度とするこ

とで、十分な自宅学習時間の確保に努めている。 
 

キ．施設、設備等の整備計画 

（１）校地、運動場の整備計画 

本学は、「愛情教育」の理念に基づき、学生の視点を尊重した施設・設備の整備を

旨としている。 
経済経営学部設置を予定している飯能キャンパスは、埼玉県飯能市阿須に所在し、

現在の校地面積は 277,450.59 ㎡である。 
運動場用敷地は、84,928.00 ㎡あり、体育館は 6,985.6 ㎡ある。体育館以外のス

ポーツ施設として、陸上競技場 1 面、野球場 1 面、グランドホッケー場 1 面、テニ

スコート 9 面.ゴルフ練習場 20 打席、武道場を有している。これら施設は、「健康ス

ポーツ実習」、「健康スポーツ演習」利用するほか、学生の課外活動も大いに利用され

ており、このような運用方針を継続する予定である。 
校舎、運動場用敷地を除いた敷地は 109,418.37 ㎡あり、学生の休息その他に利

用するのに十分な空間を確保している。 
 

（２）校舎等施設の整備計画 

教員の個人研究室は、基礎となった経済学部と同様に 28 室を確保し、研究活動に
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支障が無いよう配慮している。教室についても同様に確保しており、収容定員に変更

は無いので、現在と同様に運用して差し障りは無いものと考えている。 
現在、全学部で使用できるのは、講義室 48 室、演習室 37 室、実験実習室 12 室、

情報処理学習施設 5 室である。専用の語学学習施設は設置していないが、講義室、演

習室、情報処理学習施設に AV 機器を整備しているので、これらを使用した効果的な

語学教育をする姿勢に変更は無い。 
ICT 教育に必要な教室と機器は継続的に整備してきた。新学部設置に伴ない、パソ

コンについて量的、質的両面から順次整備していく計画である。更に、講義教室にお

けるプロジェクターの設置、新製品へのリプレース、演習用の小教室におけるインタ

ーネット環境の整備も順次進めている。 
（３）図書等の資料及び図書館の整備計画 

基礎となった経済学部の設置以来、図書などの資料を継続的に購入してきた。この

方針に変更はなく、経済学・経営学領域及び隣接関連分野の雑誌、図書の充実を図る

予定である。 
図書館の面積は、10,691.8 ㎡あり、閲覧座席数 582 席、収納可能冊数 559,750 冊

である。経済経営学部関連の図書は 87,490 冊を整備済みであり、内 23,422 冊は外

国書である。学術雑誌は 498 タイトルを揃え、内 217 タイトルは外国雑誌である。

電子ジャーナルは 45 タイトルが閲読でき、すべて外国雑誌である。 
視聴覚資料は、3,954 点を有している。 
図書館には、閲覧室に加え、共同学習室 2 室、外部データベースに接続できる検索

用 PC も十分に確保してきた。 
研究・学習支援機能の充実を図る方針に変更は無い。 
 

ク．入学者選抜の概要 

（１）入学者受け入れ方針と大学の理念・目的・教育目標 

本学の建学の精神は、「徹底した人格教育を通して豊かな知的教養と国際的感覚を

備えた有為な人材を育成」（学則）することにある。このような人材育成を可能とす

るのが、本学の教育理念である「愛情教育」である。本学は「愛情教育」の理念の下

に、学生一人ひとりの個性・資質を尊重し、その能力を最大限に伸ばしていく教育を

行ってきた。少人数教育、面倒見のよい教育に重きを置くのは、この理念の実現に最

も効果的と考えられるからである。 
徹底した「愛情教育」を実施するには、人間の思考様式・発想法、更には価値観の

多様さを共感的に理解できる「場」を形成することが要請される。自己と異なる「他」

を理解するには、多様な「他」が教育の場にいることが望ましい。能力・資質を多面

的に評価する機会を入学志願者に与えるのは、これが理由である。 
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（２）入学者受け入れ方針と多様な入学者選抜方法 

経済経営学部のアドミッションポリシーは、下記の通りである。 

「経済経営学部が求める学生は、世界が直面している経済問題を多面的に捉え、社

会のさまざまな出来事に貪欲に興味を持てる学生です。 

世の中における人・もの・お金・情報の動き、これが経済経営学部で学ぶ内容です。

変動の激しい現代社会を生き抜くには、今、経済上の問題を多角的にとらえ、考えな

くてはなりません。経済経営学部では、社会のさまざまな出来事やその真実の姿を知

りたいという学生を求めています。 

経済経営学部では、高等学校において基礎的な学力を身につけた上で、社会に関心

を持ち、社会科学を学ぶ意欲のある学生を期待しています。文系・理系といった枠に

とらわれず幅広い科目を学んできてください。」 

本学部は、上記のアドミッションポリシーを『大学案内』、『入学試験案内』等の印

刷物で明示するとともに、大学のウェッブページで公表する。 

多様な人材を確保するための入学者選抜方法の狙いは下記の通りである。 

①推薦入試 

(ⅰ)指定校推薦入試：募集人員９５名 

志願者が本学部で学ぶに足る十分な基礎学力を有し、勉学態度も良好であると

する高校側の判断を尊重する入試方式である。本学部への入学意欲が高く、本学

の教育理念・目的に適合していると高校側が判断した生徒を対象として、面接で

評価し、合否を決定する。この選抜方法が目指すのは、本学部入学を第一志望と

する入学者の獲得であり、これにより本学の建学の精神に基づき設定した本学部

の教育に適合的な層の確保が可能となる。 
指定校の選定は、本学部入試委員会の審議を経て、教授会で決定される。指定

校は、本学部の理念・目的等に理解を有する高校を対象とするため、過去に受験

の実績がある高校が中心となっている。 
(ⅱ)公募制推薦入試：募集人員８名 

公募制推薦入試では、指定校以外の高校の生徒で、本学への入学意欲の高い者

の獲得を主眼とする。また、高校内選抜で指定校推薦入試を得られなかった指定

校生徒も受け入れている。 
指定校推薦入試と同様、本学部で学ぶに足る十分な基礎学力があり、本学部へ

の強い入学意欲を持つ志願者を選抜することを目的とする。入学意欲と入学理由

の評定を中心に、丁寧な面接を行うようにする。 
(ⅲ)スポーツ推薦入試：募集人員８名 

スポーツに秀でた人材は、厳しい練習に耐え抜く自己規律、競技目標を達成し

ようとする強い意志、団体競技であればリーダーとフォロワーとの適切な関係性

の構築力を持ち、また競技成績を根拠とする自己有能感を抱いている。 
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また、競技での高い成果の獲得は、本人のみならず、本学部学生全体に本学部

及び本学への誇り・帰属感をもたらすことが期待される。 
②ＡＯ入試自己ＰＲ・資格型：募集人員５０名（ＡＯ入試<Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期>を含

む総数） 

ＡＯ入試自己ＰＲ・資格型は、高校生が所持している資格や高校生活の実績を

基に、自分自身の学ぶ意欲と能力とを示す入試である。受験生の表現力・説得力

に焦点を当て、他の方式の選抜では測定しがたい能力を見出そうとする入試であ

る。 
受験生は、自己 PR 資料（自己 PR 書の内容を補足するものや、本人が自己の

勉学意欲や入学意欲、学力などを示すためのものである。）を根拠にして、面接

と自己 PR 書とで、入学意欲・能力を表現する。選抜は、その内容・力量の評定

に基づいて行われる。自己の力量・資質についての受験生の主体的判断を尊重す

るため、高校の推薦書は必要としない。また、評定平均値の条件もない。 
自己 PR 資料は、資格、スポーツ系の成績、生徒会長などの経験、ボランティ

ア体験、留学体験、調査レポートなど、多様である。 
③ＡＯ入試スクール型（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）：募集人員５０名（AO入試自己ＰＲ・

資格型を含む総数） 

ＡＯ入試スクール型は、本学に対する入学意欲の高い受験生を見出そうとする

入試である。受験生は入試当日に行う講義を受けた後に、講義内容に関する課題

を作成する。課題解答によって、講義の理解力、表現力等の基礎学力を評定し、

面接によって本学部への入学意欲と教育目的への共感度を評定する。評価は面接

と課題解答の評価を総合して行う。 

④一般入試（A・B・C方式、センター方式Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）：募集人員７９名 

本学の一般入試は、個々の受験生の学力の特性を評価する選抜を行うため、そ

れぞれの方式で異なった科目を受験科目として指定している。これにより、多様

な能力・個性を持つ学生を確保することが可能となると考えている。 
大学入試センター試験を利用する入試を、本学では「センター方式」と称する。

センター方式Ⅰ期では、対象科目の幅を本学独自入試よりも大きく広げた選抜方

法であり、多様な能力・資質を持つ学生を確保することを目指している。センタ

ー方式Ⅱ・Ⅲ期では、外国語と国語と選択の３科目のうち、ベスト２科目の総合

得点で判定を行うようにし、多様な得意分野を持つ入学者の確保を目指している。 
⑤特別入試：募集人員若干名 

(ⅰ)社会人入試 

受験生の勤労経験、社会経験を重視して選抜する入試である。社会との関わり

の中で、学校生活では得られない体験を通して大学で学ぶ意欲を新たに持った者

は、学問と現実との関連の中で学問をすることへの希求が強い。学ぶことの社会
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的意義を問う学生の存在は、他の学生の学びの姿勢にも好影響を及ぼすと考えら

れる。 
本入試の対象とする社会人とは、１年以上職業経験のある者及び家事専業者で

ある。 
社会人入試の出願資格は、以下のいずれかに該当する社会人とする。 
① 日制・定時制・通信制高等学校又は中等教育学校を卒業した者、高等学校

卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定に合格した者を含む）

及び大学入学資格に係る文部科学大臣の「大学入学に関し高等学校を卒業

した者と同等以上の学力があると認められる者」の指定を受けた者 
② 制諸学校を卒業した者又は中途退学した者で、文部科学大臣の定めるとこ

ろによって大学入学資格を有している者 
(ⅱ)帰国生入試 

受験生の海外の異文化体験を重視して選抜する入試である。日常的な生活では

気が付きにくい日本文化の特性は、海外経験で改めて認識することができる。本

試験による入学者には、文化の多様性を教育の場に持ち込むきっかけを作ること

が期待されている。 
(ⅲ)外国人留学生入試 

異文化を体現する者である外国人留学生を学びの「場」に加えることを目的と

して設定されている。本試験による入学者には、本学の多様性の幅を拡げること

と併せて、日本文化に馴染んだ学生の内面の変化（内なる国際化）を引き起こす

という役割が期待されている。 
 

（３）入試実施体制 

入学者選抜を円滑かつ公正に行うため、以下の委員会を設置し、入試制度委員会を

頂点として、各委員会が階層的・有機的に結びあい機能するようになっている。 
①入試制度委員会 

本学の入学試験の基本方針並びに入学試験日程の立案及び調整に関する事項、

その他入学試験制度改善に関する事項を審議・決定する。長である学長の下に、

理事長、副学長及び学部長、各学部入試委員長、事務局長らにより構成される。 
当該年度の入試の選抜方法や大幅な変更については、入試制度委員会で予め協

議され、法人側の意向と教学側の方針とが調整されるようになっている。 
②入試実施委員会 

ⅰ)試験問題の作成及び管理、ⅱ)試験の実施及び採点、ⅲ)出願書類の事前審査、

ⅳ)その他入学試験の実施、に関する事項を審議する。学長より指名された副学

長が入試実施委員長となり、各学部長、各学部入試委員長、各学部教授会から選

出された専任教員若干名、事務局長、入試広報部長、次長、課長から構成される。 
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③問題小委員会 

入試実施委員会の下に置かれ、入試問題の作成に関する業務を行う。入試実施

委員長となる副学長が問題小委員長となり、各学部入試委員長、出題科目ごとの

作問グループの主査及び副査から構成される。各科目の作問グループは多数の出

題委員からなるが、原則として、本学専任の全教員（特定の役職者と特任教授を

除く。）はいずれかの科目の出題委員となる。正式に学長から委嘱した外部出題

委員も含まれる。 
④大学入試センター試験実施委員会 

大学入試センター試験を円滑に実施するために置かれている。学長、副学長、

各学部入試委員長、各学部入試委員から学長が指名した者、事務局長、総務課長

及び入試広報課長から構成される。学長が委員長となり、副学長のうちから学長

によって指名された副委員長が実質的な責任者として必要な作業を指揮する。 
⑤経済経営学部入試委員会 

ⅰ)学部の入学試験の基本方針、ⅱ)入学試験要項案、ⅲ)入学許可者選考基準案、

ⅳ)合否判定案（入学許可予定者名簿案）、ⅴ)その他入学者の選考に必要な事項、

に関する事項を審議する。入試委員長、学部長、教授会から選出された専任教員、

入試広報部担当者から構成される。 
 

（４）科目等履修生 

本学部は、生涯学習の時代にあって、豊かな教養と新しい知識を身に付けたいとい

う近隣地域の社会人や主婦の期待に応え、科目等履修生として大学の講義を受講する

ことを積極的に受け入れ、広く学習機会を提供する方針をとっている。 
受入人数は、授業運営上支障がない限り受け入れる方針の下、正規履修者数を考慮

して決定する。母体となった経済学部のここ数年の傾向を見れば、延べで 10 名を超

える程度である。出願資格に、年齢制限や学習歴などは設けない。 
受講できる科目は、原則として外国語、実習、演習などの人数制限を行っている科

目（外国語と体育実技の一部の科目は選択対象）以外は選択可能とする。原則として、

単位の修得を目指すことを前提としており、学部生と同様に試験を受け、合格するこ

とを求める。 
また、近隣地域への貢献を目的として、東京都内と埼玉県内に在住の者、及び東京

都民・埼玉県民には登録料と科目等履修料を半額にする。 
科目等履修生には、科目等履修生証を交付し、学部生と同様の条件で、メディアセ

ンターの図書の貸し出し、ＡＶソフトの閲覧、パソコン及び電子メール等の利用の便

宜も受けられる。 
科目等履修生は 3 月に申込期間を設け、教務委員会で受入の可否を決定する。 
 



20 
 

 
ケ．資格取得 

簿記・会計の資格取得を勧めている。簿記演習、応用簿記演習は簿記・会計の実力

を涵養するために設置されており、日商簿記検定二級合格レベルを教育目標としてい

る。 
 

サ．企業実習や海外語学研修などの学外実習の具体的計画 

（１）企業実習：インターンシップⅠ 

インターンシップⅠは、学生が実際の職場で働くという体験をとおし、現実に根

ざした職業観を身につけることを狙って開設されたものである。本学は、全学で統

一して実施しており、経済経営学部もこの科目を設置する。 

「地域インターンシップ」とも呼ばれているように、「地域の教育力」を活かし、

地域と大学が協力して学生が、将来の進路を真剣に考える機会を提供している。 

この科目は事前研修、インターンシップ実習、実習結果の報告の 3 部から構成さ

れる。インターンシップ実習前、春学期に、事前研修（準備の講義）を行う。ここ

では、働くことの意味、職業倫理、民間企業･自治体の仕事の内容などに関する講義、

社会で活躍している人の経験談を聞くことを通じて、働く上で知っておかなければ

ならない事項を学び、実習にむけての心の準備をしてもらう。 

インターンシップ実習は、夏期休暇中に 2 週間程度、実際の企業・団体の一員と

なって働くというものである。実習中は、実習日誌を毎日書き、それに対しインタ

ーンシップ先の担当者から指導･コメントをもらう。 

受入先は、地方公共団体、製造業、建設不動産、通信・放送、旅行業、デパート、

介護施設など多彩で、地域的にも、飯能市、入間市を中心に、川越市、所沢市、狭

山市、さいたま市、東京都と広範にわたっている。どんな業種でインターンシップ

実習を行いたいか、事前に希望業種のアンケートをとる。実習後は、秋学期初めに、

実習日誌と実習レポートを提出する。その上で、報告会を開催し、自らの体験を発

表する。これにより、体験を振り返り、その体験をより確かなものとする。 

 

 〔インターンシップⅠ受入先業一覧：２０１１年度〕 

入間市役所  ウチノ看板（株） 

入間市 （財）勤労者福祉サービスセンター      （株）グレースプリント      

入間市商工会  サイキ食品（株）      

狭山市役所  佐賀工業（株）      

所沢市役所  燦クリーン（株）      

飯能市役所  （株）ＰＴＳトラベルナビ所沢西武店      

中央公民館  （株）マルナカ      
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飯能市市立図書館      山二ガス（株）      

（有）毛呂精密工業      飯能市 雨間造園（株）      

入間ケーブルテレビ（株  岡部税務会計事務所  

（有）入間造園      柏屋商事（株）      

（株）いわさき  加藤木材工業（株）      

（株） industria      （株）ぎょうざの満州      

エスシー豊岡（株）  （株）サカモト      

（有）小澤自動車商事      （株）三協建設  

（株）佐々木電材      西武ガス（株  

（株）永井製作所      （有）ディスカウントショップ 大黒屋  

(医)東明会 原田病院      （有）名栗温泉 大松閣 

（株）武蔵臨床検査所 
（有）名栗温泉 大松閣 カフェ＆ギャラリー・ハ

ミング  

（株）飯田 カフェ・ド・クリエ  ＮＰＯ法人ぬくもり福祉会たんぽぽ  

（株）岡本ローラ製作      ビジネス塾 篤志館（株）  

（株）サイキグリーン      (福)名栗園 

（株）ダイトー      ＮＰＯ法人 名栗カヌー工房      

（株）初雁麺      （株）ニッシン      

（株）フジコミュニケーション  飯能開発（株）  

（株）ホンダプロモーション 飯能ケーブルテレビ（株）  

（株）ヤオコー      飯能信用金庫  

（株）ワイエスサービス商会      （株）プリンスホテル 飯能プリンスホテル 

（株）日産サティオ埼玉      協同組合 フォレスト西川      

（株）パレスエンタープライズ （有）フォレストバレー 

パレスホテル大宮      （株）松下製作所  

（株）マミーマート      （有）丸屋酒店  

坂戸市 啓装工業（株）      （株）武蔵野コンピューターコンサルタン      

（有）たくみ住販 （株）山岸屋木工所  

 (医)入間川病院  ゆきやなぎ      

（株）エスイー      日高市 （株）エーティーエー      

狭山貨物運輸（株） (医)輔正会 岡村記念クリニック 

(福)靖和会  ＣＯＭ電子開発（株）      

（株）ニックス  （株）シンワ      

（株）フジホーム      （株）飯能エンジニアリング  
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インターンシップⅠ受入先企業とは、担当教員と学務部学務課とが密接に連携し

打合会等の開催を通して、教育目標の理解を図っている。学生が実習している期間

には必ず教員が実習先に出向き、実習内容の確認を行うとともに、受入先企業等と

の意思疎通を十分に図っている。 

成績は、事前研修（出席・受講態度）40％、実習（出席・実習姿勢・日誌・レポ

ート）50％、報告会 10％で評価する。ただし、事前研修 7 割以上の出席、実習参加、

報告会参加が単位取得の条件となる。 

 

（２）海外語学研修 

本学における国際化への対応として、大学全体でカリキュラムの一環として実施

されている。これは、夏ないし春の長期休暇中、海外の優れた教育機関が提供する

２～４週間の語学プログラムに学生が参加し、語学を学ぶとともに異文化を体験す

るものである。参加者は、４月に他の科目と同様履修登録を行い、研修をより効果

的に実施するための徹底した「事前授業」を受け、その後海外機関での研修を経て、

「海外語学研修」科目２単位が認められる。 

この海外語学研修先の選定は、語学学習と並んで文化学習を視野に入れ、現地視

察を含め、慎重かつ綿密な提携交渉を重ねて行われた。その結果、平成１１年度か

ら１５年度にかけて毎年段階的に研修先を加え、平成１５年度には本学において開設

されている英語・独語・仏語・中国語・西語・韓国語の全外国語科目において研修先

が設けられることになった。特に英語圏においては研修先や期間に多様性を持たせる

ため、複数の国の大学と提携している。現在、下表の８大学と提携を結び、年度ごと

に打ち合わせや報告を重ね、次年度に引き継いでいる。 

〔海外語学研修先一覧〕 

開始年度 研修先・コース名／所在地 語学 

平成 11年度 ウィーン大学「国際ドイツ語コース」／オーストリア共和国、ウィーン ドイツ語 

平成 12年度 
モナッシュ大学「短期英語研修」／オーストラリア連邦、ヴィクトリア州
（実施時期：２月） 

英語 

平成 13年度 

ロンドン大学 UCL「夏季英語音声学コース」／英国、ロンドン（実施時
期：８月） 

英語 

北京師範大学「短期語学研修」／中華人民共和国、北京 中国語 

平成 14年度 

セント・マイケル大学「夏期研修」／アメリカ合衆国、ヴァーモント州（実
施時期：９月） 

英語 

パリ第四大学ソルボンヌ「フランス語・フランス文明講座」／フランス共
和国、パリ 

フランス語 

平成 15年度 
サラマンカ大学「スペイン語・文化研修コース」／スペイン、サラマンカ スペイン語 

延世大学「３週間短期課程」／大韓民国、ソウル 韓国語 

平成 19年度 
カリフォルニア州立大学イースト・ベイ校／アメリカ合衆国、カリフォル
ニア州ヘイワード 

英語 
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（３）海外の長期留学協定校 

「海外語学研修」は、長期休暇を利用した短期留学であるが、これに加えて、語学

力の一層の向上とより深い異文化体験の機会として、派遣又は交換留学の形で海外

の協定校への留学制度が用意されている。留学生には派遣・交換留学奨学金や往復

の航空券を支給するほか、留学中の履修についても細かく指導を行い、全学教務委

員会の理解と協力の下、留学先での学習を本学の単位として認定する制度（本学部

の科目に直接対応する科目ではなくとも、科目群の趣旨に沿うものであれば「外国

大学科目」として認定する措置）を整え、半年ないし一年間の留学をしても原則と

して４年間で卒業が可能となっている。これにより、大学全体で毎年３０名程度の

学生を海外へ半年ないし１年間送り出す長期留学の体制が整ってきている。 

この海外の協定校については、現在、下表の１０校であり、先の短期の語学研修提

携校８校を合わせると、本学における長・短期留学の海外協定校数は、計１８校を数

える（ただし、長期留学と短期語学研修協定校で重複している大学が３校あるため、

実数では１５校となる。）。更にこれに加えて、留学生の受け入れのみを行っている交

流校が１校(韓国・ハンシン大学)存在する。 

これら各海外協定校へ派遣する長期留学生の枠は、現在、総計３０名程度（ドイツ・

ミュンヘン大学３名、中国・聊城大学３名、豪州・モナッシュ大学１５名程度、その

他の英語圏とフランスで１０名程度）である。
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〔長期留学提携校一覧〕 

留学先 所在地 言語 形態 年次 人数 期間 
開始年

度 

セント・マイケル大

学 

米国ｳﾞｧｰﾓﾝﾄ州コルェスタ

ー市 
英語 派遣 2～4年次 若干名 4月～翌年3月 

平成15

年度 

ﾊﾜｲ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ大学 米国ﾊﾜｲ州ﾎﾉﾙﾙ市 英語 交換 2～4年次 若干名 4月～翌年3月 
平成18

年度 

ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州立大学ｲ ｽーﾄ･ﾍﾞ

ｲ校 

米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州ﾍｲﾜ

ﾄー゙  
英語 派遣 2～4年次 若干名 4月～翌年3月 

平成20

年度 

ﾛﾝﾄﾞﾝ大学（SOAS） 英国ﾛﾝﾄﾞﾝ市 英語 派遣 3・4年次 若干名 4月～翌年3月 
平成12

年度 

バーミンガム大学 英国ﾊﾞー ﾐﾝｶﾞﾑ市 英語 派遣 3・4年次 若干名 4月～翌年3月 
平成12

年度 

エセックス大学 英国ｺﾙﾁｪｽﾀｰ市 英語 派遣 2～4年次 若干名 4月～翌年3月 
平成12

年度 

モナッシュ大学 
豪州ｳﾞｨｸﾄﾘｱ州ﾒﾙﾎﾞﾙ

ﾝ市 
英語 派遣 2～4年次 15名 8月～翌年2月 

平成14

年度 

ミュンヘン大学 
ﾄﾞｲﾂﾊﾞｲｴﾙﾝ州ﾐｭﾝﾍ

ﾝ市 
ﾄ゙ｲﾂ語 交換 2～4年次 若干名 4月～翌年3月 

平成13

年度 

ｱﾝｼﾞｪ･ｶﾄﾘｯｸ大学 ﾌﾗﾝｽｱﾝｼﾞｪ市 ﾌﾗﾝｽ語 派遣 2～4年次 若干名 9月～翌年1月 
平成15

年度 

聊城大学 中国山東省聊城市 中国語 交換 2～4年次 若干名 4月～翌年3月 
平成14

年度 

延世大学 韓国ソウル特別市 韓国語 交換 2～4年次 若干名 4月～翌年3月 
平成17

年度 

 
ス．編入学定員の具体的計画 

１０名の編入学定員を設定する予定であり、専門学校、短期大学からの受験を想定

している。基礎となった経済学部編入学者の実績が最近は 10 名を超えていること、

経営領域を志望する者が多いこと、更に姉妹法人である学校法人駿河台学園グループ

の諸専門学校との密接な連携を継続するので、入学者の確保は容易と判断する。 
単位認定の基本方針は次の通りである。 
①経済経営学部では、専門科目、特にコース科目を学習することを重視した認定を

行なう。そのため、出身学校における既修得単位をコース科目以外に積極的に認定す

る。 
②包括認定は行わず、科目・科目群を特定する個別認定を行う。 
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 単位認定の原則は下記の通りである。 
①本学部で学ぶことを重視し、認定上限は７０単位とする。また、２年で卒業可能

なように認定下限は４０単位を目標とする。 
②専攻基礎科目及び、専攻基幹科目については、本学部の授業科目と既修得科目を

照らし合わせ、可能な限り認定する。専攻発展科目の科目認定は、８単位までとする。 
③演習科目については、プロゼミナール及び入門演習は、本学部の授業科目と既修

得科目を照らし合わせ、可能な限り認定するが、演習Ⅰ・Ⅱは認定しない。 
④教養基礎科目、教養発展科目、情報教育科目、外国語科目及びキャリア支援科目

に相当する科目は、それぞれの科目の中で可能な限り認定する。 
⑤自由選択単位の６単位については科目の如何に関わらず、認定単位の中から算入

する。 
編入学者の単位認定は上記方針に従い次の通りに行う。編入学者の短期大学等にお

ける既修得科目と単位を成績証明で確認し、それら科目を本学部開設科目との対応を

教務委員会で検討し、対応を良しとする科目で読み替えを行う。認定の上限範囲内で

読替案を教務委員会で作成し、教授会で承認を得ることとなる。 
編入学者の履修指導は、編入学者対象のガイダンスを行うとともに、専任教員が

FA として個別に行う。履修指導の指針となる履修モデルは、Ⅰ年次入学生のものを

準用する。 
 

ツ．管理運営体制 

（１）学部の管理運営 

教学面での管理体制については、教授会を議決機関とし、学部長を中心に執行部を構

成する管理運営体制を敷く。運営の中心を担うのは、学部長、教務委員長、同副委員長、

入試委員長、同副委員長等で構成される執行部会議である。執行部会議は、毎週１回開

催し､教授会決定事項の執行を中心として、広く学部運営に当たる。 

  

（２）教授会 

教授会については、「駿河台大学学則」第８条で「本学の各学部に、教授会を置く。」

ことを規定し、「教授会は、（その学部に属する）教授、准教授及び講師をもって構成

する。」としている。また、教授会の審議事項については、「駿河台大学教授会規程」

第４条に定められるとおり、次の事項が対象となっている。 
①学生の入学、休学、復学、転学、留学、退学、除籍、賞罰その他学生の身上に関

すること。 
②学生の試験及び卒業に関すること。 
③単位の認定及び学業評価に関すること。 
④大学の教育研究に関すること。 
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⑤教育課程及び授業に関すること。 
⑥学生の指導に関すること。 
⑦教員の人事に関すること。 
⑧学長が諮問した事項に関すること。 
⑨その他学部の重要な事項に関すること。 
教授会は、ほぼ月例で開催され、本学部教学に関わる事項、本学部学生に関わる事

項、大学全体の教学や直面するもろもろの課題などについて審議を行う。そこで承

認・決定された本学部の独自課題に関しては、学部長を中心に学部執行部が責任を持

って実践する。 
なお、教授会構成員の全員が、全学又は学部内の各委員会の委員となり、学部の教

学と運営を主体的に担うと同時に、全学と学部をつなぐ役割を果たす。 

学部独自の委員会として、教務委員会、入試委員会等がある。更に、学生員会、メ

ディアセンター委員会、キャリアセンター委員会、教職課程委員会、資格課程委員会、

国際交流員会、授業評価実施委員会、企画広報委員会、地域ネットワーク推進支援室

委員会、ハラスメント防止対策委員会等に各学部から 2名の委員をだし、全学的に統

一された行動を果たせるようにしている。 

学部の月例会議として科目会議を設定し、教授会での議論の不足を補う場として、

また執行部の原案作成のため意見聴取する場などとして活用する予定である。 
 

テ．自己点検・評価 

本学では、これまで６回の自己点検・評価作業を行っている。第１回の自己点検・

評価は、大学設置基準の平成３年の改正で、大学の自己点検・評価が努力規定として

導入された後に、本学の創設１０周年を機に平成７年から作業を開始し、１０年に報

告書をとりまとめた。その後平成１２年と１５年に第２回と第３回の自己点検・評価

を実施したが、この３回はともに対象とした領域が限定され、本学のすべての側面に

ついて行ったわけではなかった。 

その後、学校教育法が改正され、平成１６年度以降大学は文部科学大臣から認証を

受けた評価機関による認証評価を受けることが義務付けられた。この新たな制度的枠

組みの下で平成１６年から全学的体制で自己点検・評価作業に取り組み、平成１９年

度に報告書をまとめ、認証評価を受けた。 

努力義務としての自己点検・評価から、義務化された認証評価への制度の発展の背

景には、知識基盤社会の到来や生涯学習などの国民の学習ニーズの高まりによって大

学に求められる社会的役割が増加し、これまで以上に大学の質の確保が求められるよ

うになったという事情が存在している。他方行政の手法に関して、国の関与の縮小と

評価機関の評価による事後規制という大きな潮流的変化も背景にはある。 

このような環境変化が、１８歳人口の減少による大学の経営環境の厳しさの増大と
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相俟って、広く我が国の大学に従来にもまして自己責任による改革努力を迫っており、

本学もまた近年、全学を挙げてさまざまな改革に努力しているところである。自己点

検・評価作業は、これらの改革の試みを含む現時点での本学の全体像を洗い出すとと

もに、あらゆる側面にわたって今後の課題整理、改革の方向を精査する意味を持つも

のになった。本学としては、この自己点検・評価を、単に法定義務の履行のためのも

のとしてではなく、本学の創造的発展のための機会として位置付けており、この成果

を今後の大学運営に当たって積極的に活用し、本学に対する社会の期待に応えていく

所存である。 

本学は平成１９年度に認証評価機関である(財)大学基準協会の大学基準に適合し

ているとの評価を得た。 

母体学部である経済学部は「分科会報告書（経済学系第５）」において、認定を「可」

とする総合評価を得ている。<総評>は下記の通りである。 
「(ⅰ) 認定の可否の根拠 

経済学部および経済学研究科の理念・目的・教育目標に対して一定の成果をあげる

ことのできる教育内容と教育環境が概ね整備されている。「愛情教育」「人格教育」の

下、教育効果の測定とその指導方法改善への不断の組織的な取り組みは評価できる。

大学全入時代を迎え、学生の確保という課題を抱えているが、「手作りの教育」「面倒

見の良い大学」として、少人数教育をさらに推進し、豊かな人間性と多元的・複眼的

視野を身につけた時代の要請に応え得る人材の育成、特に「地域社会の中核として諸

活動を担う人材」の育成に邁進されんことを期待したい。過去４年間、地域密着型教

育で文部科学省の現代ＧＰに３件（2004（平成 16）年度１件、2007（平成 19）年

度２件）採択された実績は誇り得る点である。教育理念の一層の具体化を祈念し、エ

ールを送りたい。 
(ⅱ) 点検･評価報告書に対するコメント 
貴大学の「点検・評価報告書」（経済学部、経済学研究科）は真摯的かつ禁欲的な

姿勢で、厳しく自己点検・評価がなされており、この点評価できる。何よりも建学の

精神・教育理念に基づき、学生を育てようとしている熱意と意欲が伝わってくる。問

題点を直視し、各項目について、将来の改善・改革に向けての方策が述べられている

点は適切である。つとに貴大学の教育改革への取り組みは高く評価されているところ

であり、その実現への取り組みとともに、学生の満足度向上への対応を併せて期待し

ておきたい。」 
駿河台大学自己点検・評価報告書は、大学のホームページに公表し、かつ大学運営

に積極的に活用していくことにしている。上記報告書の後に、２回にわたり自己点

検・報告書を作成し公表している。 

今般の新学部創設の背景には、建学の精神・教育理念に基づき、社会に有用な人

材として学生の育成を重視する母体である経済学部の飽くなき改革の精神がある。 
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時代の要請に的確に応えるために、経済経営学部の創設を企図した次第である。 
 
ト．情報の公表 

本学は、教育研究活動等の状況については、ウェッブページを利用して積極的に

公表することを旨としている。経済経営学部の設置後も同様の方針を引き継ぐこと

になる。 
①大学の教育研究の目的に関することは、ホーム＞駿河台大学について＞情報の公

開＞教育情報の公開 
<http://www.surugadai.ac.jp/about/johokoukai/kyouiku/>で行っている。 
②教育研究上の基本組織に関することは、ホーム＞駿河台大学について＞大学の概

要＞組織図 
<http://www.surugadai.ac.jp/about/gaiyo/soshiki.html>で行っている。 
③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関することは、ホーム

＞学部・大学院 
<http://www.surugadai.ac.jp/gakubu_in/>で行っており、経済経営学部も同様に行

う。 
④最新の入学者に関する受入方針及び入学者の数については、ホーム＞入試・入学

案内<http://www.surugadai.ac.jp/nyushi/>で行っている。入学者の数、収容定員及

び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進

学及び就職等の状況は、ホーム＞駿河台大学について＞情報の公開＞教育情報の公開 
<http://www.surugadai.ac.jp/about/johokoukai/kyouiku/>で行うとともに、読売新

聞「大学の実力」アンケートに回答し、同新聞紙上で公開されている。 
⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関することは、ホーム

＞学部・大学院  
<http://www.surugadai.ac.jp/gakubu_in/>でシラバスとカリキュラムを公開して

おり、経済経営学部も同様に行う。 
⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関することは、

「履修ガイド」によって示している。シラバスには、科目別に成績評価基準を設定し、

ウェッブ上で公開している。 
⑦校地・校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関することは、自己

点検評価報告書の公表で対応している。ホーム＞駿河台大学について＞情報の公開＞

自己点検・評価報告書 
< http://www.surugadai.ac.jp/about/johokoukai/hyoka.html > 
⑧授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関することは、『大学案内デジタル

パンフレット』で公開している。ホーム＞入試・入学案内＞大学案内デジタルパンフ

レット<http://www.surugadai.ac.jp/nyushi/pamphlet.html>で対応している。 
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⑨大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関することは、

健康相談室、学習相談室の案内、カウンセリングの勧めを下記のページで公開してい

る。ホーム＞学生生活 <http://www.surugadai.ac.jp/gakusei/> 
⑩教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報は、学部ウェッ

ブページで公開している。ホーム＞学部・大学院 
<http://www.surugadai.ac.jp/gakubu_in/>、 
学則等各種規程は今後の公開を予定しているが、設置認可申請書、設置届出書、設

置計画履行状況等報告書、自己点検・評価報告書、認証評価の結果等は、ホーム＞駿

河台大学について＞情報の公開 
<http://www.surugadai.ac.jp/about/johokoukai/>で公表している。 

 
ナ．授業内容方法の改善を図るための組織的な取り組み 

本学は、毎年すべての講義について学生による授業アンケートを行っている。教員

はこのアンケート結果を検討し、授業の改善策を具体的に示す「授業改善計画書」を

作成している。大学全体として、年に数回、テーマを設定して全学教育研修会を開催

し、教育能力の向上に努めている。経済経営学部でも母体であった経済学部の時期と、

同様に FD 研修会を年に数回行うこととする。 
 
ニ．社会的・職業的自立に関する指導及び体制 

 （１）教育課程内の取り組み 

社会的・職業的自立の形成促進により社会への円滑な移行を保障することにな

る。その前提が、社会で生き抜く力の涵養である。本学の学生の現状に見合った

五つの能力（十六の能力要素）を「駿大社会人基礎力」として掲げることとした。 
この「駿大社会人基礎力」を大学教育の中で意識的・体系的に育成していくため

に、各講義・演習において、知識の獲得に加えて、「駿大社会人基礎力」の育成を授

業の到達目標に位置づけ、授業アンケートでその成果を検証していくことを意図し

ている。 
すべての科目がキャリア支援科目であるとの認識の下に教育課程を編成するが、

その中核となるのがキャリア支援科目である。キャリア支援科目と学部科目・演習

との関係を次の図によって示すことができる。 
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〔キャリア支援科目と学部科目・年次演習との関連図〕 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）教育課程外の取り組み 
 キャリアセンターを設置し、次のような就職支援活動を行っている。 
キャリアセンターでは、求人情報の収集と提供、職業斡旋、就職支援行事の開

催、個別相談を中心としたさまざまな就職支援を行っている。（例えば、3 年次対

象の就職行事として、資料⑤を参照。）また 「キャリアカレッジ」 「公務員講座」 
を開講し、学生のキャリア形成のきっかけとなる実践的プログラムを提供してい

る。 
キャリアセンターには、次のようなコーナーがある。 

①個別相談 
相談は、随時受付けている。履歴書・エントリーシートの添削や模擬面接も行

っている。 
②就職資料コーナー 
求人票、個別企業ファイル、公務員・教員受験案内、本学 OB・OG による就職

試験報告書や雑誌、書籍など、自由に閲覧できる。書籍・ビデオテープについて

キャリア基礎 

大学生活と働くことに

対する期待感の醸成 

学部科目 

自らの学習環境

を理解し、新たな

スタートを切る 

キャリア発展Ⅰ 

社会に出るハードル

を下げる 

キャリア発展Ⅱ 

就職活動のタスク攻

略 

１年次演習 

「基礎的な力」と 

「チームで働く力」 

を養う 

2 年次演習 

「考える力」と 

「チームで働く力」 

を養う 

3 年次演習 

「チームで働く力」

と「総合的な力」 

を養う 

4 年次演習 

「チームで働く力」

と「総合的な力」 

を養う 

 

ライフプランニング 

人生計画の必要

 

就業力・社会を生き抜く
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ア
ド
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ザ
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談
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キャリアデザインⅠ 

働く動機を言語化す

る 

キャリアデザインⅡ 

就職活動への恐怖心

や不安の払拭 

ア
ウ
ト
キ
ャ
ン
パ
ス
・ス
タ
デ
ィ 

就活支援 

キャリア支援センター 

「前に踏み出す力」 

「チームで働く力」 

「総合的な力」 
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は、1 週間に限り貸出できるものもある。また、配架資料複写用のコピー機もあ

る。 
③企業説明会案内コーナー 
企業説明会（セミナー）や採用試験、追加求人の案内などを掲示している。  

④検索コーナー 
本学の就職支援システムやインターネットによる就職情報検索端末として、自

由に利用することができる。 
さらに、次のような講座を設けている。 

①公務員講座 
国家公務員および地方公務員志望の本学学生を対象として開講している。 
「基礎科目コース」は、2 年次生（1 年次生も受講可）を対象とし、徹底的に基

礎を学ぶ。「警察・消防コース」は、3 年次生を対象とし、志望に合せた実践的学

習と模擬試験で実力を養成する。「地方上級・市役所コース」は、3 年次生を対象

として、演習と個別指導、模擬試験を行う。 
②キャリアカレッジ 

J 検情報活用試験／ＩＴパスポート試験合格講座、ホームヘルパー2 級養成講座、

簿記検定 3 級合格講座、秘書検定 2 級合格講座、2 級販売士検定合格講座、宅建

合格講座、医療事務合格講座、等を開設している。 
 

（３）適切な体制の整備 
キャリアセンターを設置し、当該センター専属の教職員を配置するとともに、

担当副学長がヘッドとなるキャリアセンター委員会で全体的な調整を図ることに

なる。 
キャリアセンター委員会は、就職担当副学長、教務担当副学長、センター専任

教員、各教授会選出専任教員、キャリアセンター事務部長その他学長指名者から

構成される。この委員会が、正課教育とりわけキャリア教育と正課外教育である

キャリアセンターにおける各種就職支援とを連携させるメディエーターとして機

能し、学生の社会的・職業的自立を促進することになる。 



経済経営学部履修モデル
経済と社会コース
公務員、公共的な仕事

科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位
経済・経営と社会 2

第1 英語Ⅰ 1 英語Ⅰ 1 英語Ⅲ 1 英語Ⅲ 1
英語Ⅱ 1 英語Ⅱ 1

第2 中国語Ⅰ 1 中国語Ⅰ 1 中国語Ⅲ 1 中国語Ⅲ 1
中国語Ⅱ 1 中国語Ⅱ 1

選択外国語
芸術学 2

社会学Ⅰ 2 社会学Ⅱ 2
健康・スポーツ実習 1 健康・スポーツ実習 1 地理学Ⅰ 2 地理学Ⅱ 2

　 映像文化論 2
社会福祉論Ⅰ 2 社会福祉論Ⅱ 2 多文化共生論 2

地域環境論 2
キャリア基礎 2 キャリア発展Ⅰ 2 キャリアデザインⅠ 2 キャリアデザインⅡ 2 キャリア実践 2

コンピュータリテラシーⅠ 1 コンピュータリテラシーⅡ 1
プロゼミナール 2 プロゼミナール 2 入門演習 2 入門演習 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅰ 4 演習Ⅱ 2 演習Ⅱ 2
基礎数学 2 国際経済の基礎 2 情報処理概論Ⅰ 2
経済学の基礎（マクロ編） 2 経済学の基礎（ミクロ編） 2
経営学総論Ⅰ 2 経済史Ⅱ 2
経済史Ⅰ 2 統計学応用 2
統計学基礎 2

経済政策論Ⅰ 2 経済政策論Ⅱ 2 環境経済学Ⅰ 2 環境経済学Ⅱ 2 日本経済論Ⅰ 2 日本経済論Ⅱ 2
財政学Ⅰ 2 財政学Ⅱ 2
公共経済学Ⅰ 2 公共経済学Ⅱ 2

金融論 2

憲法（統治機構）Ⅰ 2

開発経済論 2 ヨーロッパ経済の歴史と現状 2 地方財政論 2
社会保障論 2 社会福祉行財政 2
アメリカ経済の歴史と現状 2
社会福祉政策 2

期別履修単位数 24 期別履修単位数 18 期別履修単位数 18 期別履修単位数 18 期別履修単位数 18 期別履修単位数 16 期別履修単位数 8 期別履修単位数 4
年次別履修単位数 42 年次別履修単位数 36 年次別履修単位数 34 年次別履修単位数 12

総履修単位数 124

専攻発展
科目

経済と社会コース

演習科目

専攻基礎科目

専攻基幹
科目

経済コア分野

金融・会計コア分野

経営コア分野

社会・法コア分野

教養発展
科目群

人間と文化分野
人間と社会分野
人間と環境分野

キャリア支援科目群

情報教育

4年前期 4年後期

学部科目

外国語科
目

必修外国
語

教養基礎
科目群

人間と文化分野
人間と社会分野
人間と環境分野

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期



経済経営学部履修モデル
経済と社会コース
流通業などの企業勤務者

科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位科目名 単位科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位
経済・経営と社会 2

第1 英語Ⅰ 1 英語Ⅰ 1 英語Ⅲ 1 英語Ⅲ 1
英語Ⅱ 1 英語Ⅱ 1

第2 中国語Ⅰ 1 中国語Ⅰ 1 中国語Ⅲ 1 中国語Ⅲ 1
中国語Ⅱ 1 中国語Ⅱ 1

選択外国語
文学Ⅱ 2

社会学Ⅰ 2 社会学Ⅱ 2 法学Ⅰ 2 法学Ⅱ 2
健康・スポーツ実習 1 健康・スポーツ実習 1

　 映像文化論 2
社会福祉論Ⅰ 2 社会福祉論Ⅱ 2 多文化共生論 2

地域環境論 2
キャリア基礎 2 キャリア発展Ⅰ 2 キャリアデザインⅠ 2 キャリアデザインⅡ 2

ライフプランニング 2
コンピュータリテラシーⅠ 1 コンピュータリテラシーⅡ 1
プロゼミナール 2 プロゼミナール 2 入門演習 2 入門演習 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅱ 2 演習Ⅱ 2
基礎数学 2 国際経済の基礎 2 情報処理概論Ⅰ 2
経済学の基礎（マクロ編） 2 経済学の基礎（ミクロ編） 2
経営学総論Ⅰ 2 統計学応用 2
統計学基礎 2 会計学総論Ⅱ 2
会計学総論Ⅰ 2

マクロ経済学Ⅰ 2 マクロ経済学Ⅱ 2 公共経済学Ⅰ 2 公共経済学Ⅱ 2 日本経済論Ⅰ 2 日本経済論Ⅱ 2
ミクロ経済学Ⅰ 2 ミクロ経済学Ⅱ 2 国際経済学Ⅰ 2 国際経済学Ⅱ 2
経済数学 2 ゲームと情報の経済学 2

経済データ分析 2

ビジネスエコノミクス 2

計量経済学Ⅰ 2 計量経済学Ⅱ 2 日本経済史Ⅰ 2
経済変動の理論 2 市場と企業の理論 2

国際貿易論 2

期別履修単位数 24 期別履修単位数 18 期別履修単位数 20 期別履修単位数 20 期別履修単位数 14 期別履修単位数 16 期別履修単位数 8 期別履修単位数 4
年次別履修単位数 42 年次別履修単位数 40 年次別履修単位数 30 年次別履修単位数 12

総履修単位数 124

経済と社会コース

演習科目

専攻基幹
科目

専攻発展
科目

必修外国
語

人間と文化分野
人間と社会分野
人間と環境分野
人間と文化分野
人間と社会分野

情報教育

経済コア分野

金融・会計コア分野

経営コア分野

社会・法コア分野

外国語科
目

専攻基礎科目

4年前期 4年後期1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期

学部科目

教養基礎
科目群

教養発展
科目群

キャリア支援科目群

人間と環境分野



経済経営学部履修モデル
ビジネスとマネーコース
金融機関勤務者

科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位
経済・経営と社会 2

第1 英語Ⅰ 1 英語Ⅰ 1 英語Ⅲ 1 英語Ⅲ 1
英語Ⅱ 1 英語Ⅱ 1

第2 中国語Ⅰ 1 中国語Ⅰ 1 中国語Ⅲ 1 中国語Ⅲ 1
中国語Ⅱ 1 中国語Ⅱ 1

選択外国語
倫理学Ⅱ 2

法学Ⅰ 2 法学Ⅱ 2
健康・スポーツ実習 1 健康・スポーツ実習 1 こころの科学Ⅰ 2 こころの科学Ⅱ 2

　
現代社会と法 2 現代社会とメディア 2 アジア社会論 2

現代人と心理Ⅰ 2 現代人と心理Ⅱ 2
キャリア基礎 2 キャリア発展Ⅰ 2 キャリアデザインⅠ 2 キャリアデザインⅡ 2 キャリア実践 2

コンピュータリテラシーⅠ 1 コンピュータリテラシーⅡ 1
プロゼミナール 2 プロゼミナール 2 入門演習 2 入門演習 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅱ 2 演習Ⅱ 2
基礎数学 2 国際経済の基礎 2 簿記原理Ⅰ 2
経済学の基礎（マクロ編） 2 経済学の基礎（ミクロ編） 2
経営学総論Ⅰ 2 経営学総論Ⅱ 2
統計学基礎 2 会計学総論Ⅱ 2
会計学総論Ⅰ 2

マクロ経済学Ⅰ マクロ経済学Ⅱ
ミクロ経済学Ⅰ ミクロ経済学Ⅱ

金融論 2 国際金融論 2
原価計算論Ⅰ 2 原価計算論Ⅱ 2
管理会計論 2 会計情報システム論 2
財務会計論 2

企業家論 2

環境問題の基礎Ⅰ 2 環境問題の基礎Ⅱ 2

企業金融論 2 ポートフォリオ投資論 2 財務諸表分析 2
中小企業論 2 財務管理論 2
流通ネットワーク論 2 経営データ分析Ⅱ 2
経営データ分析Ⅰ 2 上級簿記演習 2
応用会計情報システム論 2

期別履修単位数 24 期別履修単位数 18 期別履修単位数 22 期別履修単位数 16 期別履修単位数 18 期別履修単位数 16 期別履修単位数 6 期別履修単位数 4
年次別履修単位数 42 年次別履修単位数 38 年次別履修単位数 34 年次別履修単位数 10

総履修単位数 124

専攻基礎科目

4年前期 4年後期1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期

学部科目

教養基礎
科目群

教養発展
科目群

キャリア支援科目群

人間と環境分野

ビジネスとマネーコース

演習科目

専攻基幹
科目

専攻発展
科目

必修外国
語

人間と文化分野
人間と社会分野
人間と環境分野
人間と文化分野
人間と社会分野

情報教育

経済コア分野

金融・会計コア分野

経営コア分野

社会・法コア分野

外国語科
目



経済経営学部履修モデル
ビジネスとマネーコース
会計担当者

科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位
経済・経営と社会 2

第1 英語Ⅰ 1 英語Ⅰ 1 英語Ⅲ 1 英語Ⅲ 1
英語Ⅱ 1 英語Ⅱ 1

第2 韓国語Ⅰ 1 韓国語Ⅰ 1 韓国語Ⅲ 1 韓国語Ⅲ 1
韓国語Ⅱ 1 韓国語Ⅱ 1

選択外国語
論理学Ⅱ 2 哲学Ⅰ 2

社会学Ⅰ 2 社会学Ⅱ 2
健康・スポーツ実習 1 健康・スポーツ実習 1 現代自然科学Ⅱ 2

比較文明論 2 現代思想 2
社会福祉論Ⅰ 2 社会福祉論Ⅱ 2

環境と社会 2
キャリア基礎 2 キャリア発展Ⅰ 2 キャリアデザインⅠ 2 キャリアデザインⅡ 2 インターンシップⅡ 2

コンピュータリテラシーⅠ 1 コンピュータリテラシーⅡ 1
プロゼミナール 2 プロゼミナール 2 入門演習 2 入門演習 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅱ 2 演習Ⅱ 2
基礎数学 2 国際経済の基礎 2 経営学総論Ⅱ 2
経済学の基礎（マクロ編） 2 経済学の基礎（ミクロ編） 2
経営学総論Ⅰ 2 会計学総論Ⅱ 2
会計学総論１ 2 簿記原理Ⅱ 2
簿記原理Ⅰ 2

ミクロ経済学Ⅰ 2

財務会計論 2 国際金融論 2 会計情報システム論 2
管理会計論 2 応用簿記原理Ⅱ 2
簿記演習 2 原価計算論Ⅱ 2
金融論 2
原価計算論Ⅰ 2

商法（会社法A）Ⅰ 2

監査論 2 財務管理論 2 企業金融論 2 経営資源科学 2
財務諸表分析 2 ポートフォリオ投資論 2
上級簿記演習 2 経営データ分析Ⅱ 2

期別履修単位数 22 期別履修単位数 18 期別履修単位数 22 期別履修単位数 20 期別履修単位数 16 期別履修単位数 16 期別履修単位数 4 期別履修単位数 4
年次別履修単位数 40 年次別履修単位数 42 年次別履修単位数 32 年次別履修単位数 8

総履修単位数 122

情報教育

4年前期 4年後期

学部科目

外国語科
目

必修外国
語

教養基礎
科目群

人間と文化分野
人間と社会分野
人間と環境分野

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期

教養発展
科目群

人間と文化分野
人間と社会分野
人間と環境分野

キャリア支援科目群

専攻発展
科目

ビジネスとマネーコース

演習科目

専攻基礎科目

専攻基幹
科目

経済コア分野

金融・会計コア分野

経営コア分野

社会・法分野



経済経営学部履修モデル
マーケティングと戦略コース
商社等企業勤務者

科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位科目名 単位科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位
経済・経営と社会 2

第1 英語Ⅰ 1 英語Ⅰ 1 英語Ⅲ 1 英語Ⅲ 1
英語Ⅱ 1 英語Ⅱ 1

第2 ドイツ語Ⅰ 1 ドイツ語Ⅰ 1 ドイツ語Ⅲ 1 ドイツ語Ⅲ 1
ドイツ語Ⅱ 1 ドイツ語Ⅱ 1

選択外国語
倫理学Ⅱ 2

法学Ⅰ 2 法学Ⅱ 2
健康・スポーツ実習 1 健康・スポーツ実習 1 こころの科学Ⅰ 2 こころの科学Ⅱ 2

　
現代社会と法 2 現代社会と政治 2 現代社会とメディア 2 アジア社会論 2

地域環境論 2
キャリア基礎 2 キャリア発展Ⅰ 2 キャリアデザインⅠ 2 キャリアデザインⅡ 2 キャリア実践 2

コンピュータリテラシーⅠ 1 コンピュータリテラシーⅡ 1
プロゼミナール 2 プロゼミナール 2 入門演習 2 入門演習 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅱ 2 演習Ⅱ 2
基礎数学 2 国際経済の基礎 2 簿記原理Ⅰ 2
経済学の基礎（マクロ編） 2 経済学の基礎（ミクロ編） 2
経営学総論Ⅰ 2 経営学総論Ⅱ 2
統計学基礎 2 会計学総論Ⅱ 2
会計学総論Ⅰ 2

経営戦略論Ⅰ 2 経営戦略論Ⅱ 2 ビジネスエコノミクス 2
マーケティング論 2 マーケティング論Ⅱ 2
経営管理論 2 経営リーダーシップ論 2
経営史 2 企業家論 2

民法総則Ⅰ 2 民法総則Ⅱ 2 倫理学概論Ⅰ 2

ソーシャル・マーケティング論 2 流通ネットワーク論 2 中小企業論 2 国際経営論 2
マーケティング・リサーチⅠ 2 マーケティングリサーチⅡ 2
情報資源管理論 2 マーケティンデータベース 2

期別履修単位数 24 期別履修単位数 18 期別履修単位数 20 期別履修単位数 20 期別履修単位数 18 期別履修単位数 14 期別履修単位数 6 期別履修単位数 4
年次別履修単位数 42 年次別履修単位数 40 年次別履修単位数 32 年次別履修単位数 10

総履修単位数 124

専攻基礎科目

4年前期 4年後期1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期

学部科目

教養基礎
科目群

教養発展
科目群

キャリア支援科目群

人間と環境分野

マーケティングと戦略コース

演習科目

専攻基幹
科目

専攻発展
科目

必修外国
語

人間と文化分野
人間と社会分野
人間と環境分野
人間と文化分野
人間と社会分野

情報教育

経済コア分野

金融・会計コア分野

経営コア分野

社会・法コア分野

外国語科
目



経済経営学部履修モデル
マーケティングと戦略コース
起業家

科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位 科目名 単位
経済・経営と社会 2

第1 英語Ⅰ 1 英語Ⅰ 1 英語Ⅲ 1 英語Ⅲ 1
英語Ⅱ 1 英語Ⅱ 1

第2 フランス語Ⅰ 1 フランス語Ⅰ 1 フランス語Ⅲ 1 フランス語Ⅲ 1
フランス語Ⅱ 1 フランス語Ⅱ 1

選択外国語
哲学Ⅰ 2 哲学Ⅱ 2

社会学Ⅱ 2
健康・スポーツ実習 1 健康・スポーツ実習 1 現代自然科学Ⅰ 2 現代自然科学Ⅱ 2

比較文明論 2 コミュニケーション論 2
社会福祉論Ⅰ 2 社会福祉論Ⅱ 2 ホスピタリティ論 2

キャリア基礎 2 キャリア発展Ⅰ 2 キャリアデザインⅠ 2 キャリアデザインⅡ 2 キャリア実践 2

コンピュータリテラシーⅠ 1 コンピュータリテラシーⅡ 1
プロゼミナール 2 プロゼミナール 2 入門演習 2 入門演習 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅰ 2 演習Ⅱ 2 演習Ⅱ 2
基礎数学 2 国際経済の基礎 2 情報処理概論Ⅰ 2
経済学の基礎（マクロ編） 2 経済学の基礎（ミクロ編） 2
経営学総論Ⅰ 2 経営学総論Ⅱ 2
統計学基礎 2 簿記原理Ⅱ 2
簿記原理Ⅰ 2

経営戦略論Ⅰ 2 経営戦略論Ⅱ 2 ビジネスケーススタディⅠ 2 ビジネスケーススタディⅡ 2
マーケティング論Ⅰ 2 マーケティング論Ⅱ 2
意思決定論 2 経営リーダーシップ論 2
経営情報論Ⅰ 2 企業家論 2

契約法Ⅰ 2 契約法Ⅱ 2

人的資源管理論 2 人的資源戦略論 2 中小企業論 2 経営資源科学 2
応用情報処理Ⅰ 2 応用情報処理Ⅱ 2
経営データ分析Ⅰ 2 経営データ分析Ⅱ 2

期別履修単位数 24 期別履修単位数 18 期別履修単位数 20 期別履修単位数 20 期別履修単位数 16 期別履修単位数 18 期別履修単位数 4 期別履修単位数 4
年次別履修単位数 42 年次別履修単位数 40 年次別履修単位数 34 年次別履修単位数 8

総履修単位数 124

情報教育

4年前期 4年後期

学部科目

外国語科
目

必修外国
語

教養基礎
科目群

人間と文化分野
人間と社会分野
人間と環境分野

1年前期 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 3年後期

教養発展
科目群

人間と文化分野
人間と社会分野
人間と環境分野

キャリア支援科目群

専攻発展
科目

マーケティングと戦略コース

演習科目

専攻基礎科目

専攻基幹
科目

経済コア分野

金融・会計コア分野

経営コア分野

社会・法コア分野
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学校法人駿河台大学定年規程 

（目 的） 

第１条 この規程は、学校法人駿河台大学の教職員の定年に関する事項を定め

る。 

（定年年齢） 

第２条 教職員の定年年齢は、別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。 

(1) 教育職員 

ア 大 学         満７０歳 

イ 幼稚園        満６０歳 

(2) 事務職員及びその他の職員 満６０歳 

（定年退職の日） 

第３条 教職員の定年退職の日は、定年に達した日の属する年度末日とする。 

（希望定年退職） 

第４条 駿河台大学の教育職員で満６５歳以上の者は、本人が希望する場合、

教授会（独立研究科にあっては当該研究科委員会）の議を経た上、理

事会の承認を得て、定年により退職することができる。 

２ 前項による退職の日は、申し出のあった年度末日とする。 

３ 第１項の希望退職は、当該年度の７月末日までに申し出なければならない。 

（定年の延長） 

第５条 理事長においてとくに必要と認めた者については、理事会の承認を得

て、定年を延長することがある。 

（定年退職者の再雇用） 

第６条 定年に達した事務職員及びその他の職員の再雇用については、別に定

める「定年退職者の再雇用に関する規程」による。 

２ 定年に達した駿河台大学の教育職員及び第４条により退職した教育職員の

再雇用については、別に定める「特任教授に関する規程」による。 

（退職慰労金） 

第７条 定年退職者には、規定による退職慰労金を支給する。なお、第４条に

よる退職については、本来の定年年齢まで勤務したものとみなし、支

給率を算出するものとする。 
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（適用除外） 

第８条 この規程は、非常勤職員及び雇用期間の定めのある者には適用しない。 

附 則 

この規程は、平成２年９月１日から実施する。 

平成４年４月１日一部改正。 

平成１２年１０月１２日一部改正。 

平成１６年４月１日一部改正。 

平成１９年４月１日一部改正。 

平成２０年１月１日一部改正。 
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駿河台大学特任教授に関する規程 

（総 則） 

第１条 駿河台大学就業規則第１４条第３号の規定により定年退職する駿河台

大学の教育職員を、再雇傭して引き続き勤務させる場合は、この規程

による。 

（再雇傭） 

第２条 定年退職後、引き続き勤務する意思があり、健康で十分働く能力を保

有し、かつ、必要と認められる者については、本人の申し出に基づき、

理事会の承認を得た上で、引き続き勤務させることができる。 

（再雇傭後の身分） 

第３条 前条により再雇傭された定年退職者の身分は、「特任教授」とする。 

（特任教授の期間） 

第４条 再雇傭された特任教授の勤務年限は、１年間とするが、満７３歳に達

するまでの間、理事会の承認を得て、更新できるものとする。ただし、

学校法人駿河台大学定年規程第４条に基づき、希望定年退職した場合

の更新期限は、満７０歳までとする。 

（再雇傭の条件） 

第５条 再雇傭は、原則として本学在職期間が１０年未満の者を対象とする。

ただし、学校法人駿河台大学定年規程第４条に基づく希望定年退職の

場合は、この限りでない。 

（再雇傭の手続） 

第６条 定年退職後再雇傭を希望する者は、定年に達する年度の７月末日まで

に申し出なければならない。 

（給 与） 

第７条 特任教授に対する給与は、次のとおりとする。 

(1) 基本給   定年時の基本給の８割とする。 

(2) 退職慰労金 再雇傭期間に対しては、支給しない。 
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(3) 給与の改訂 昇給は原則として行わない。ただし、物価事情、業務遂行能

力等に著しい変動のある場合は、この限りでない。 

（就業規則の準用） 

第８条 特任教授の就業について、本規程に定めのない事項は駿河台大学就業

規則を準用する。ただし、入試業務（出題、採点、監督等）及び委員会

業務については免除する。 

 

附 則 

この規程は、平成１２年１０月１２日から施行する。成２１年４月１日一部改

正。 



 2012年度就職行事予定表
 3年次生（2014年3月卒業予定者）用

テーマ順 　詳細は、別途掲示（ポスター）でも連絡します。 2012年4月17日現在

テーマ 行事名 概　要 実施日時 会場

STEP① 就職を志す

就職スタートガイダンス①
（進路の準備を始めよう）

・就職活動の流れと対策　　　　　　　　・就職情報サイト合同登録
・進路・求職登録票の提出について　 ・社会人基礎力診断の実施
※学部により教室が異なります。

5月10日（木）
13：20～16：30

※2コマ連続

法・メディア・心理

7405教室
経済・現代文化

3405教室

就職スタートガイダンス②
（会社のしくみと自分の働き方を考えよう）

・業種・職種の紹介、仕事や働き方の違いを知る。
・仕事のつながり、広がりを知る。

5月24日（木）
13：20～14：50

7405教室

就職スタートガイダンス③
（知っておこう！　仕事とお金と保険のこと）

・実社会で生活していくために必要なお金の流れや仕事について知る。
5月31日（木）
13：20～14：50

7405教室

STEP② どんな企業があるか調べる

宝企業を探そう①
（夏休みから始める企業研究）

・自分の足や目を使った企業研究の方法
・志望動機、自己PRへのつなげ方

7月05日（木）
13：20～14：50

7405教室

夏季内定者報告会　　※予定 ・企業から内定を得た4年次生による就職活動体験報告会
7月12日（木）
15：00～16：30

7405教室

宝企業を探そう②（業界研究） ・多様な業界があることを理解し、各業界の特徴を知る。
・業界研究の手法と志望動機へのつなげ方

10月04日（木）
13：20～14：50

後日発表

宝企業を探そう③（企業研究） ・企業研究の手法と志望動機へのつなげ方
10月18日（木）
13：20～14：50

後日発表

宝企業を探そう④
（就職情報サイト活用編）

・就職情報サイトの主な特徴を紹介
・企業研究の進め方（チェックポイント）解説
・志望動機へのつなげ方

11月08日（木）
13：20～14：50

後日発表

宝企業を探そう⑤
（求人票の見方早分かり講座）

・大学求人票の特徴紹介
・求人票を見る際のポイント、見た後の活動の進め方
・JobHunter+sの使い方

11月15日（木）
13：20～14：50

後日発表

秋季内定者報告会 ・企業から内定を得た4年次生による就職活動体験報告会
11月15日（木）
15：00～16：30

後日発表

OBOG講演会 ・予定
・詳細は別途お知らせ

STEP③ どんな仕事に就くか考える

就職スタートガイダンス④
（自分の持ち味を知ろう）

・社会人基礎力診断の結果返却・解説
・過去の体験からセールスポイントを見つける方法

6月07日（木）
13：20～14：50

7405教室

駿大生の持ち味養成講座 ・外部から見た駿大生の強み・弱み
・就職活動に備えて夏休みにできること

6月14日（木）
15：00～16：30

7405教室

STEP④ 入社試験の対策をする

実践！履歴書添削講座
・履歴書とは？（採用側のチェックポイント解説）
・履歴書の書き方解説、記入
※履歴書（指定用紙）記入の上、10/18までにキャリアセンター提出。後日、自宅へ添削結果を返送

10月11日（木）
13：20～14：50

後日発表

実践！　エントリーシート添削講座
・エントリーシートとは？（よくある設問の紹介、採用側のチェックポイント）
・エントリーシートの書き方解説、記入
※履歴書（指定用紙）記入の上、10/18までにキャリアセンター提出。後日、自宅へ添削結果を返送

10月25日（木）
13：20～14：50

後日発表

SPI模擬試験 ・SPI試験とは？
・SPI2模擬試験実施。（後日、結果を自宅へ返送）　　　　　※申込不要、学生証持参

5月17日（木）
13：20～14：50

3101教室

SPI対策講座Ⅰ（非言語①） ・非言語問題（数学系）の解き方を解説①
　（必ず出る順：　確率、代金の精算、分割払い、推論（包含）、損益算）

6月14日（木）
13：20～14：50

7405教室

SPI対策講座Ⅱ（言語①） ・言語問題（国語系）の解き方を解説①
6月21日（木）
13：20～14：50

7405教室

SPI対策講座Ⅲ（非言語②） ・非言語問題（数学系）の解き方を解説②
　（学生が悩む順：　推論（順序）、資料、集合、旅人算、流水算）

6月28日（木）
13：20～14：50

7405教室

SPI対策講座Ⅳ（言語②） ・言語問題（国語系）の解き方を解説②
7月05日（木）
15：00～16：30

7405教室

SPI対策講座Ⅴ（非言語③） ・非言語問題（数学系）の解き方を解説③
　（点差がつく順：　仕事算、食塩水、命題と論理、展開図、物流比率）

7月12日（木）
13：20～14：50

7405教室

就職適性検査①　（一般常識編）
・一般常識テスト（国数英理社、日常生活、時事問題）
・2日間実施（いずれかの希望日を選択）
※無料申込制　 申込期間　9/22（土）～10/10（水）キャリアセンター

10月16日（火）
10月17日（水）
16：40～18：10

後日発表

就職適性検査②　（SPI編）
・言語、非言語、性格適性の総合能力適性検査（SPI）
・2日間実施（いずれかの希望日を選択）
※無料申込制 　申込期間　9/22（土）～10/17（水）キャリアセンター

10月23日（火）
10月24日（水）
16：40～18：40

後日発表

就職適性検査③　（GAB・CAB編）

・総合職（企画、営業、管理系など）やIT業界（コンピュータ職など）で頻出の論理的思考
法の測定検査（言語、計数、暗算、法則性、命令表、暗号解読）、能力検査のみ実施。
・2日間実施（いずれかの希望日を選択）
※無料申込制　 申込期間　9/22（土）～10/31（水）キャリアセンター

11月06日（火）
11月07日（水）
16：40～18：10

後日発表

就職ガイダンス①
（就職活動マナーのツボ）

・挨拶、礼儀、服装、言葉づかい、手紙などの就職活動でのマナー
・秋学期の就職行事、特訓講座の紹介

9月27日（木）
13：20～14：50

後日発表

就職活動着こなし術 ・就職活動でのリクルートスーツ着こなしのポイント
11月01日（木）
13：20～14：50

後日発表

女子力向上！
就職活動のためのメイクアップ講座

・女子学生限定、就職活動のためのメイクのコツ
11月01日（木）
15：00～16：30

後日発表

面

接

対

策

秋 面接必勝法＆公開模擬面接 ・面接の種類、流れ、立ち居振る舞いの解説
・質問の意図と、ポイントを抑えた答え方の実践

11月29日（木）
13：20～14：50

後日発表

STEP⑤ 入社試験を受ける

就職ガイダンス②
（就職活動スタート！）

・企業を訪問する時のマナーを再確認
・企業担当者への質問の仕方

12月06日（木）
13：20～14：50

後日発表

学内企業セミナー ・民間企業各社による業界や企業の現状と展望を解説。
・リクルートスーツ着用

12月11日（火）
12月12日（水）
12月13日（木）
12月14日（金）

後日発表

就職イベントバスツアー
・合同企業セミナーに、大学発貸切バスで参加
・リクルートスーツ着用
※無料申込制　申込期間は別途連絡

就職活動フェスタ2014
午前10：30～11：30　就職講演会
午後13：00～16：30　民間企業各社による合同企業説明会（ブース形式）
・リクルートスーツ着用

2013年000000
1月30日（水）
1月31日（木）

後日発表
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詳細は別途お知らせ

※予定を変更・追加する場合があります。総合掲示板（就職・キャリア）、ポタロウに注意してください。
※就職特訓講座（無料申込制）の日程は、別途案内を確認してください。
※就職用証明写真撮影会の日程は、別途連絡します。
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