平成１９年度計画の実績報告書
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経済学府の平成１９年度計画

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する
目標

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する
目標を達成するためにとるべき措置

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する
目標を達成するためにとるべき措置

１

１ 教育に関する目標を達成するための措
置
（１）教育の成果に関する目標を達成する
ための措置

１ 教育に関する目標を達成するための措
置
（１）教育の成果に関する目標を達成する
ための措置

１）大学院課程

１）大学院課程

１）大学院課程

○修士課程では，博士後期課程での修学に
必要な研究能力の育成に努めるとともに，
経済学の専門的知識に基づいて問題発見・
解決能力を身に付けた高度職業人を養成す
る。

○修士課程教育を改善し，研究能力の育成
と並んで，修士専修を対象に修了後の多様
な進路に配慮して，専攻横断的な「履修
パッケージ」制を検討し，教育効果の向上
を図る。また必要に応じて基礎的知識の補
充教育を行う。

○新カリキュラムおよび「履修パッケー
ジ・プログラム」の効果を継続的に点検
し，それらの改善を図る。

教育に関する目標

（１）教育の成果に関する目標

対応する全学の
19年度計画

評定
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）
20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

○幅広い教養と専門的能力とともに，社会
性と国際性とを身に付けることによって，
様々な分野で指導的な立場で活躍できる人
材を養成する。

1

1

○博士後期課程では，論文指導を徹底し，
博士学位取得率の向上に努める
博士学位取得率の向上に努める。

2

3

○修了後の進路に関しては，修士課程では
博士後期課程への進学者の増加，就職率の
向上に努める。博士後期課程では，就職者
の増加に努めるとともに，日本学術振興会
特別研究員の増加を図り，かつPD対策を強
化する。

3

○昨年度に引き続き，新カリキュラムが狙
い通りに履行されているかを点検する。

2
○博士後期課程では，幅広い視野と知識，
及び高度な研究能力を修得し，独創的・個
及び高度な研究能力を修得し
独創的 個
性的研究者を養成する。

12

12

3

3

○大学院入試制度改革ワーキング・グルー
プにおいて博士学位取得率の向上を促す方
策を検討し，速やかに実施する。また，博
士奨学金を活用し，学府生の博士論文作成
を奨励する。

48

3

4

○学位取得率の向上を促進すべく，年度末
に学位論文指導委員会の実施状況をモニ
ターする。

48

3

5

○学部・学府一貫プログラムを本年度より
実施しその点検を行うと同時に，学府生が
早期に論文作成・就職活動に取り掛かれる
よう支援する。
○進路状況の一層の把握に努めるととも
に，社会人特別選抜を積極的に活用する。

6

7

3

14

3

14

3

○三位一体改革を踏まえて，助教の柔軟な
運用について検討する。

7
２）専門職大学院課程（産業マネジメント
専攻）
○国際的に通用する「産業と技術がわかる
アジアに強いMBA」取得者を養成すること
によって，国際水準のMBAの樹立を目指
す。

２）専門職大学院課程

２）専門職大学院課程

○本スクールの理念に沿った高レベルな教
育によって，修了者の高い満足度ととも
に，社会（企業・就職先など）からの高い
満足度を得る。

○本年度実施される認証評価に向けて，従
来のカリキュラム，授業内容，教育方法等
を総合的にレビューする。

8

10
11
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3

①実施体制及び実施状況
経済工学専攻では新規に履修ガイドを作成た。
②得られた成果等の具体的内容
経済システム専攻では「履修パッケージ」経済工学専攻では「履
修ガイド」を配布し、内容についても改善をはかった。
①実施体制及び実施状況
授業評価アンケートを通じてカリキュラムに対する学府生の評価
を継続して行っている。
②得られた成果等の具体的内容
平成18年度の結果を「九州大学経済学部・学府学生・教員アン
ケート分析と提言（平成18年度）」としてとりまとめ点検した。
①実施体制及び実施状況
1)博士学位審査制度ワ キング グル プを設置し 博士学位取
1)博士学位審査制度ワーキング・グループを設置し、博士学位取
得率の向上のために新たな審査制度を導入した。
2)また、博士奨学金を適切に運用し、学府生の博士論文作成を奨
励した。
②得られた成果等の具体的内容
1)新しい博士学位審査制度のもとでの審査を開始した。
2)博士奨学金は 延べ○○名の学生に給付した
①実施体制及び実施状況
各専攻において年度末に調査を実施した。

『九州大学経済学部・学府履修ガ
イド －平成19年度版－』経済工
学専攻（履修ガイド），経済シス
テム専攻（履修パッケージ）
『九州大学経済学部・学府 学生・
教員アンケート 分析と提言』（平
成18年度）

教授会資料

①実施体制及び実施状況
学部・学府一貫プログラムを開始した。
②得られた成果等の具体的内容
実施要綱を作成し運用を開始した。
①実施体制及び実施状況
1)修了予定者に対してアンケートを行うことにより進路状況を把
握することとした。
2)引き続き社会人特別選抜による志願者の増加に努めた。
②得られた成果等の具体的内容
1)修了予定者アンケートを実施し、進路状況を把握した。
2)平成20年度入学試験において 社会人特別選抜により 修士課
2)平成20年度入学試験において、社会人特別選抜により、修士課
程6名 博士課程19名が合格した
①実施体制及び実施状況
平成１９年度経済学研究院人事教 助教の担当業務について検討す
人事企画委員会のもとで、平成19年度における教授、准教授、講 授会議事録
る必要がある。
師、助教の人件費平均単価並びに部局ポイント総数を計算し、利
用可能なポイント数にもとづいて助教4名の採用を図った。
②得られた成果等の具体的内容
採用した助教の学内業務への参画（講義、試験監督、評価作業
等）をつうじて学務・管理運営業務の高度化を図った
]
①実施体制及び実施状況
点検評価報告書草案
平成20年度に大学基準協会により実施される認証評価のため平成 基礎データ
20年1月に大学基準協会に対する申請書と共に、点検評価報告書
草案を準備した。
②得られた成果等の具体的内容
ビジネススクールの理念、教育内容、教育組織、学生の受入、学
生生活、教育研究環境、管理運営、点検・評価、情報公開等につ
いて総合的にリビューを行い問題に対処しつつある

認証評価のプロセスにおいて大
学基準協会に指摘された問題に
ついて早急に改善施策を企画実
施するように努力する。
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9

経済学府の平成１９年度計画
○卒業生に対するアンケート調査により，
「実践力」「問題解決能力」等のレベルを
さらに向上させる上でのカリキュラムの改
善点を把握し，実施計画を立案する。

対応する全学の
19年度計画

14

評定

3

4
10

11

○上記調査結果に基づいてプロジェクト演
習の教育効果をレビューし，選択履修化を
含む抜本的な再編の是非について検討す
る。

○ビジネス教育における語学の意義を再検
討し，英語能力の要求水準，英語開講科目
の位置づけ等を再定義する。

12

5

116

○経営の実践に必要な基本的ツールの修得
と高い問題解決能力の実現を目指す。

199

14

○基礎科目および専門科目において学習さ
れた経営のツールが，高い問題解決能力の
修得に結び付いているかどうかについて
は，プロジェクト演習論文の評価を通じて
検証する
検証する。

15

○専門職大学院コンソーシアムの発足2年
目に当たって，さらに連携を深め，幅広く
かつ専門性の高い教育の基盤を提供する。
昨年度に引き続き，同コンソーシアムに
よって履修が可能となった科目の履修状況
と，その成果を把握する。

6

１）大学院課程
①アドミッション・ポリシーに関する基本
方針
○経済工学専攻では，ミクロ・マクロ分
析，数理情報分析による解明，政策的諸課
題に対する専門的知識と政策分析能力を重
視する。
○経済システム専攻では，経済学・経営学
の基礎学力 志望分野の専門的能力 外国

3

3

○アジアの提携ビジネススクールの対象地
域を，中国本土の北京，東北三省，華中か
ら華南（香港），東南アジアに広げる。

13

（２）教育内容等に関する目標

10

3

○中国のビジネススクールとの提携関係を
基盤としたケース教材の導入等により，ア
ジアビジネスに関する教育内容の充実を図
る。

○特に，アジア・ビジネスの教育拠点の実
現を図る。

○ビジネスに係わる高い実践的能力の達成
を目指す。

187

（２）教育内容等に関する目標を達成する
ための措置
１）大学院課程

（２）教育内容等に関する目標を達成する
ための措置
１）大学院課程

①入学者選抜に関する具体的方策

①入学者選抜に関する具体的方策

○アドミッション・ポリシーの周知・徹底
を図る。その一環として大学院情報の公開
を推進する。

○シラバスのホームページ上での公開を通
じて，大学院のカリキュラムと授業内容が
ディスクローズされるように工夫する。

16

10
11

10
12

3

3

3

3

7
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①実施体制及び実施状況
修了時に2年のコース及びプロジェクト演習についてアンケート
を行い全員から解答を得、ＦＤの一環として分析を進め、改善す
べき点などがあれば対応する。
②得られた成果等の具体的内容
教育内容や教育方法は適切だったが、ハード面を始めとした授業
環境に問題が多いという意見や カリキュラムでも 法律 会計
環境に問題が多いという意見や、カリキュラムでも、法律、会計
科目等を増やしてほしいという意見等があり、授業ポートフォリ
オの最適化を図っている
①実施体制及び実施状況
上記調査結果と学生の指導教員への配分問題を受けて、執行部や
専攻会議において、プロジェクト演習の今後のあり方について検
討した。
②得られた成果等の具体的な内容
学生による希望教員の選択制は維持し、教員一人当たり最低4名
最大8名まで引き受けることにした。

根
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『九州大学経済学部・学府 学
生・教員アンケート 分析と提
言』（平成18年度）

20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等
２０年３末に卒業する４期生の
指摘する問題に対応する。

プロジェクト指導要領

①実施体制及び実施状況
入試の合否判定会議でどの程度の英語力があれば講義に支障がな
いかについて問題になり議論を行った。
②得られた成果の具体的な内容
入学時に必要な英語能力を正確に判断するため、入試時に低得点
の学生についてその後の改善度合いのフォローアップを行うこと
にした。
①実施体制及び実施状況
中国の東北大学の九大訪問時にケース交換についての議論を行っ
た。また教員の採用などにより、アジアビジネスに関する授業科
目の充実を図っている。
②得られた成果 具体的な内容
②得られた成果の具体的な内容
ケースを交換して授業で実施するためにはさらに詳細を詰めなけ
ればならないことが判明した。アジアビジネスに関する教育内容
の充実としては、中国ビジネス教員人事、アジア総合政策セン
ター教授による講座の維持、福岡銀行による寄附講座の導入等を
進めている。
①実施体制及び実施状況
執行部で方針を決め、専攻会議で議論を行った上で、アジアの提
携ビジネススクールの範囲の拡大を考えている。
②得られた成果の具体的内容
大学間協定のあるタイのチュラロンコン大学及び、タマサート大
学とビジネススクール間でも提携交渉を進めており、2008年2月
に訪問して、大学間協定に基づきビジネススクール同士の留学生
の交換と学生交流を進める予定。

①実施体制及び実施状況
研究テーマにふさわしい主査と副査の組み合わせで、プロジェク
ト論文の審査とプレゼン能力の評価を行い、2年間の成果として
論理性、分析力や問題解決能力が身についたかどうかを確認して
いる
いる。
②得られた成果の具体的内容
ビジネススクール1年目に学習した基礎科目、専門科目の力はプ
ロジェクト演習の実施過程において使用され 成果としてのプロ
①実施体制及び実施状況
学生便覧
昨年に引き続いて、九州大学の４専門職大学院の協力の下に医療
経営・管理学専攻で3科目、実践臨床心理学専攻で2科目、法科大
学院で2科目履修可能になっている。産業マネジメント専攻の場
合、専門職大学院コンソーシアムを通じて取得可能なのは4単位
が上限。
②得られた成果の具体的内容
平成19年度は、産業マネジメント専攻から実践臨床心理学特論を
二人受講し、法科大学院は産業マネジメント専攻のマーケティン
グを一人受講した 医療経営・管理学専攻からは産業マネジメン

経済学府HP
①実施体制及び実施状況
広報委員会において大学院カリキュラムのホームページ上への公
開方法について検討した。
②得られた成果等の具体的内容
既にホームページ上で公開済みの大学院シラバスとの対応関係に
配慮しつつ、大学院カリキュラムを公開した。

提携校とのケース交換による共
有に向けて、具体化に向けて今
後も継続していくこと。

香港、シンガポール、フォリピ
ン等の主要ビジネススクールと
徐々に提携を拡大していく予
定。

４単位が上限であるが、機会を
有効活用するために、相互履修
制度および履修可能な科目を学
生に周知すること。

平成１９年度計画の実績報告書

経済学府の中期目標
の基礎学力，志望分野の専門的能力，外国
語能力（外国人留学生の場合は日本語能
力）を重視する。
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経済学府の中期計画

7
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17
○多様な入試方式を維持しつつ，大学院入
○多様な入試方式を維持し
大学院入
試方式の改善を進め，入学者の質と量の確
保を図る。そのため，大学院AO入試の導入
を検討する。また外国人留学生を積極的に
受け入れる。

18

経済学府の平成１９年度計画
○本年度実施する学部・学府一貫プログラ
ムの周知・徹底を図り，学部生の大学院進
学を奨励する。

○大学院入試制度改革WGの検討結果として
提案した，大学院入試科目改変，研究生受
入れに係る申合わせ事項廃止，「学部・学
府一貫教育プログラム」の実行を図りつつ
大学院修士課程並びに博士後期課程の入学
定員充足率の達成を図る。

対応する全学の
19年度計画

評定

36

3

無し

3

○国際交流協定締結大学とのダブル・ディ
グリー制度導入の可能性について検討す
る。

19

8

無し

4

○国際交流協定締結大学とのダブル・ディ
グリー制度導入の可能性について検討す
る・

20

21

21
○研究生の受入れに係る申合わせ事項の廃
止を受けて，高い能力を持つ外国人留学生
の積極的受入れを図る。

4

3

○外国人留学生の受け入れを積極化する方
策を考案する。

22

9

○博士後期課程の収容定員の充足に努め
る。

3

23

○博士後期課程入試における社会人特別選
抜入試の実施に向けて，専攻単位で受験者
の発掘と広報活動を行う。

24

○博士後期課程学生を対象に措置された総
長裁量経費による奨学金の有効活用を図
る。

②教育課程に関する基本方針

②教育課程に関する具体的方策

②教育課程に関する具体的方策

○修士課程では，修了後の多様な進路に配
慮し，それぞれの進路に対応した専門的知
識の修得を重視する目的別教育の充実を図
る。

○修士課程教育を改善し，研究能力の育成
と並んで，修士専修を対象に修了後の多様
な進路に配慮して，専攻ごとの教育を充実
するとともに，専攻横断的な「履修パッ
ケージ」制の導入を検討する。教育指導を
強化し，指導教員が個々の院生を対象とし
た個別的教育計画を作成する。

25

○新カリキュラムおよび「履修パッケー
ジ・プログラム」，リサーチ・ワーク
ショップの効果を継続的に点検し，それら
の改善を図る。

26

○教育指導の強化のため，指導教員による
個々の学府生を対象とした個別教育計画の
導入を検討する。

○博士後期課程では，論文指導を徹底す
る。

10

43

48

4

別紙１

実

施

状

況

①実施体制及び実施状況
ポスターを作成するなどにより学部・学府一貫プログラムの周
知・徹底を図った。
②得られた成果等の具体的内容
学部･学府一貫教育プログラムでは７名が合格し、来年度の大学
院進学者の増加につながる結果を得た。
①実施体制及び実施状況
大学院入試制度改革を踏まえて、修士課程募集、博士後期課程募
集を行ったが、いずれも第2次募集を行わざるを得なかった。
②得られた成果等の具体的内容
最終的には、収容定員に対する充足率においては、修士課程
97%、博士後期課程79%を達成した。また、博士後期課程における
入学定員に対する充足率は120%であった
①実施体制及び実施状況
1)ダブルディグリー制度検討WGを設置し、制度導入の検討を7回
にわたって行った。2)中国人民大学と交渉し、20年度に制度導入
をめざすこととなった。
②得られた成果等の具体的内容
7月下旬に中国人民大学を訪問し、ダブルディグリー制度導入に
関して基本的な合意に達した。その後、20年度実施に向けての交
渉を行った。
①実施体制及び実施状況
1)ダブルディグリー制度検討WGを設置し、制度導入の検討を7回
にわたって行った。2)中国人民大学と交渉し、20年度に制度導入
をめざすこととなった。
②得られた成果等の具体的内容
2007年7月25-26日に中国人民大学を訪問し、ダブルディグリー制
度導入に関して基本的な合意に達した その後 20年度実施に向
度導入に関して基本的な合意に達した。その後、20年度実施に向
けての交渉を行った。
中国人民大学を相手校とするダブルディグリー制度の導入を図る
協議を開始すると同時に、特別事業経費を要求し、同大学におい
て九州大学経済学府のプロモーション活動を行った。

11

27

○「経済学方法論」や大学院基本科目など
新カリキュラムが，狙い通りに実施されて
いるかFDアンケートなどを通じて継続的に
点検するとともに，改善を図る。

実施済み。
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資

料

平成19年度ダブルディグリー制度
検討WG議事録。

平成19年度ダブルディグリー制度
検討WG議事録。

3

①実施体制及び実施状況
総長裁量経費により措置された奨学金を博士後期課程学生を対象
に、規約を制定し、入学者支援給付と研究支援給付に分けて有効
な運用を実行した。また、博士後期課程奨学金に係る運営を学生
委員会のもとで行うこととした。

3

『九州大学経済学部・学府 学
①実施体制及び実施状況
授業評価アンケートなどを通じて、効果を継続的に点検すること 生・教員アンケート 分析と提
言』（平成18年度）
とした。
②得られた成果等の具体的内容
リサーチ・ワークショップについて、年度末に実施状況に関する
集計をおこなった。

3

無し

拠

①実施体制及び実施状況
中国人民大学を相手校とするダブルディグリー制度の導入を図る
ために、協議を開始した。
②得られた成果等の具体的内容
1)中国人民大学で九州大学経済学府進学の説明会を企画・実施し
た（2007年7月26日）。2)東北師範大学（長春）で国費留学生に
対する合同説明会に参加した(2007年10月25日）
①実施体制及び実施状況
専攻単位で受験者の発掘と広報活動を行った。
②得られた成果等の具体的内容
結果的に、社会人の入学者19名を得ることができた。

既に学府において指導教員が行なっている個別指導の際に『履修 平成20年2月18日教務委員会記録
パッケージ』を活用するよう促がすことになった。

実施済み。
○修士課程の専攻間の共通教育科目制を再
検討し，基礎と専門との連携を強化する。

根

3

①実施体制および実施状況
「経済学方法論」については昨年度の担当者反省会を受けて、今
年度の担当者へ開講に当たっての注意点を周知するとともに、授
業内容の重複や偏りがないように改善した。また終了後の学生ア
ンケート結果を次年度責任担当者へ渡し、引き続き改善を図るよ
うにした。

20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

平成１９年度計画の実績報告書

経済学府の中期目標

中期
計画
番号

経済学府の中期計画

１９
計画
番号

○学位授与審査等の手続きの簡素化などに
より，学位授与の一層の円滑化を図る。

12

経済学府の平成１９年度計画

○一貫した論文指導体制の確立を図る。

29
30
○教育の成果を踏まえて専攻等の見直しを
行う。

14

○引き続き，リサーチ・ワークショップの
開講状況，参加院生を調べ，その効果につ
いて継続的に検証する。

○指導教員による研究指導の単位化の効果
について引き続き検証する。
○大学院教育改革支援プログラムの申請に
向けて，大学院定員充足率の向上，学位授
与率の向上，高い能力を有する外国人留学
生の積極的受入れを図りつつ，専攻組織の
見直しに向けて検討する。

31

③教育方法に関する基本方針

③教育方法に関する具体的方策

③教育方法に関する具体的方策

○高度な専門知識の修得，論文作成にふさ
わしい授業形態，授業方法を採用する。

○講義，演習，論文指導など多様な授業形
態，授業方法の組み合わせによって教育効
果の向上を図る。経済に関する外国語教
育，特に英語教育を強化する。

○多様な授業形態，授業方法は既に導入済
み。授業における外国語教材の使用につい
て調査し，外国語教育改善の検討材料とす
る。

15

評定

○大学院入試制度改革ワーキング・グルー
プにおいて博士学位取得率の向上を促す方
策を検討し，速やかに実施する。

28

13

対応する全学の
19年度計画

32

56

3

無し

3

無し

3

48
57

49

3

3

○経済工学専攻で今年度から開始した夜間
開講科目の履修状況を調査し改善する。

33

16

17

○博士論文指導セミナー，ワークショップ
の充実によって論文指導の徹底を図るとと
もに，院生による学会発表，論文公表を推
進する。

○教育的観点から研究プロジェクトへの院
生の参加を認める。

34

3
○引き続き，リサーチ・ワークショップの
開講状況，参加院生を調べ，その効果につ
いて継続的に検証する。

3

35

○院生の学会発表の支援・助成の充実を図
る。

無し

3

36

○引き続き，重点研究プロジェクトにおけ
る院生の役割等を検討する。あるいは，本
年度より重点研究プロジェクトへの院生の
参加を認める。

無し

3

④成績評価に関する基本方針

④成績評価に関する具体的方策

④成績評価に関する具体的方策

○専門知識の修得度及び論文の達成度によ
る成績評価を実施する。

○筆記試験，リポート，プレゼンテーショ
ン，論文など多様な方法による厳格な成績
評価を実施する。

○FD教員アンケートを通じて厳正かつ公正
な成績評価が行われているかどうか引き続
きモニターを行い，問題があれば改善勧告
を行う。

18

無し

37

38

53

○H20年度シラバス作成の際に成績評価基
準の一層の明確化を図る。

２）専門職大学院課程

２）専門職大学院課程

２）専門職大学院課程

①アドミッション・ポリシーに関する基本
方針

①入学者選抜に関する具体的方策

①入学者選抜に関する具体的方策
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別紙１

実

施

状

況

根

拠

資

料

①実施体制及び実施状況
1)博士学位審査制度ワーキング・グループを設置し、博士学位取
得率の向上のために新たな審査制度を導入した。
2)また、博士奨学金を適切に運用し、学府生の博士論文作成を奨
励した。
②得られた成果等の具体的内容
1)新しい博士学位審査制度のもとでの審査を開始した。
1)新しい博士学位審査制度のもとでの審査を開始した
2)博士奨学金は 延べ25名の学生に給付した
①実施体制及び実施状況
引き続き、リサーチ・ワークショップの開催状況、参加院生など
を調査し、効果を継続的に点検することとした。
②得られた成果等の具体的内容
リサーチ・ワークショップについて、年度末に調査を実施し、状
況を把握した。
①実施体制及び実施状況
各専攻において点検している。
①実施体制及び実施状況
1)士課程、博士後期課程のいずれにおいても、定員充足率を向上
させることができた。学位授与率については、博士学位審査制度
改革WGを設置し、新しいスキームを導入した。
2)外国人留学生の積極的導入については、大学院入試制度の改
革、ダブルディグリー制度導入のための協議開始、海外大学での
プロモーション、によって積極的受け入れを図る態勢を構築しつ
つある。
②得られた成果等の具体的内容
1)学位申請は増えつつあるが、導入したばかりで学位授与率の向
上をまだ判断する段階ではない。
2)外国人留学生導入実績を踏まえて 専攻組織の見直しについて
2)外国人留学生導入実績を踏まえて、専攻組織の見直しについて
検討した
①実施体制及び実施状況
授業担当者に対して調査を行った。
②得られた成果等の具体的内容
多くの科目で英語の配布資料を用いた授業が行われている。
①実施体制及び実施状況
履修状況を調査し、調査結果を検討した。
②得られた成果等の具体的内容
調査結果に基づいて、開講学期、時間など来年度の授業計画を改
善した。
①実施体制及び実施状況
引き続き、リサーチ・ワークショップの開催状況、参加院生など
を調査し、効果を継続的に点検することとした。
②得られた成果等の具体的内容
リサーチ・ワークショップについて、年度末に調査を実施し、状
況を把握した。
①実施体制及び実施状況
両専攻長、「南信子」教育研究基金運営委員長 南信子基金によ
り、院生の学会発表への支援･助成を行った（計7件）。
①実施体制及び実施状況
重点研究プロジェクト資料が、院生の論文に活用された。

3

『九州大学経済学部・学府 学
①実施体制及び実施状況
FD教員アンケートにおいて成績判定に関する項目を設定し、成績 生・教員アンケート 分析と提
言』（平成18年度）
評価方法についてモニターを行った。
②得られた成果等の具体的内容
上記アンケートの結果、100%の有効回答率で厳正公正な成績評価
が行われていることを確認した。またその結果を第1回部局ＦＤ
委員会（6月実施）において開示した。

3

『平成20年度 授業計画』（九州
①実施体制及び実施状況
平成20年度シラバス作成の際に成績評価基準の項目の記載内容に 大学経済学府）
ついて一層の明確化を行なった。

20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

平成１９年度計画の実績報告書

経済学府の中期目標

中期
計画
番号

○高いビジネス・モチベーションを有する
優秀な学生を選抜する。

経済学府の中期計画

１９
計画
番号

○ビジネス志向性，勉学への意欲，ビジネ
ス・リーダーへの可能性（能力・性格な
ど）を基準に選抜する。

経済学府の平成１９年度計画

対応する全学の
19年度計画

評定

○ビジネス志向性，勉学への意欲，ビジネ
ス・リーダーへの可能性（能力・性格な
ど）を基準に選抜する。

39

42

3

19
40

○特別選抜入試では，その趣旨にしたが
い，MOTやアジアビジネスの分野における
高い潜在能力を有する学生を選抜する。

○選抜において面接を重視し，公平性・透
明性を確保する。

実施済み。

②教育課程に関する基本方針

②教育課程に関する具体的方策

②教育課程に関する具体的方策

○国際水準のMBA教育の樹立を目指す。

○理論と実務が融合するカリキュラム体系
を確立する。

41

○カリキュラム改革にかかる検討時に，
「基礎理論の理解」と「理論の実務への応
用」をより一体化した体系の構築を目指
す。

42

○基礎科目，MOT，アジアビジネスなどの
領域ごとに担当教員間の協議により具体的
な教育方針を策定する
な教育方針を策定する。

43

○昼間開講のMBAプログラムについて，本
中期計画期間中における計画策定の当否を
検討する。

20

○MOT教育とアジア・ビジネス教育の充実
を図る。
○ビジネス・ツールの修得と論理的思考力
の涵養を重視する。

21

22

○「産業」，「技術」，「アジア」をキー
ワードとしたビジネス科目の充実を図る。

44

○アジアをはじめとする海外のビジネス・
スクールとの連携を強化する。

23

45
○ビジネスに関する高度な研究者の養成等
を目的とする博士課程教育を検討する。
を
的とす 博士課程教育を検討す

24

46

○カリキュラム改革にかかる検討時に，｢
産業」，「技術」，「アジア」をキーワー
ドとしたビジネス科目の拡充方策を検討す
る。
○アジアの提携ビジネススクールとの教員
交流を前提に，年に二回の学生交流を行
い，平成18年度に始めた交換留学制度の相
手校を拡充する。

○ビジネススクールの博士課程設置につい
て，本中期計画期間中における計画策定の
本中期計画期間中
け 計画策定
当否を検討する。

③教育方法に関する基本方針

③教育方法に関する具体的方策

③教育方法に関する具体的方策

○実践的能力・国際的通用力を養成する。

○授業方法について，ケース・スタディ，
グループ学習，実践的テーマの選択，プロ
ジェクト演習，インターンシップなど多様
な方法を駆使して，教育効果の向上を図
る。

○ＦＤを基礎とする教育内容の改善を進
め，ビジネス教育手法の多様化をはかる。
全カリキュラムの中のプロジェクト演習の
位置づけを再検討する。

○対面型授業の充実を図る。
○プレゼンテーション，ディベート能力を
重視する。

25

47

○学生に対する授業内容の情報提供の充実
に努める。

26

48

○入学ガイダンス，シラバス，
Information Boardなどにより，タイム
リーかつ総合的な教育情報の開示を行う。

42

10

3

3

11

2

10
11

3

10
11

3

42
52
220
10
11

69

41
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実

施

状

況

①実施体制及び実施状況
経歴、志望理由、産業マネジメント専攻における研究計画、将来
計画に、面接で確認したプログラム適合性や総合的人材度を加味
して入学者を選抜することにしている。これに加えて入学者選抜
の考え方を明らかにするために産業マネジメント専攻のアドミッ
ションポリシーを策定した。
②得られた成果等の具体的内容
産業マネジメント専攻の6期生の一般入試は、大学説明会、オー
プンキャンパス、法人説明会等を経て97件の出願があった。10月
28日の書類審査 11月10日・11日の面接を経て 43名の合格者を
①実施体制及び実施状況
平成19年度は、平成20年2月10日に特別選抜入試を予定してい
る。
②得られた成果等の具体的内容

根

拠

資

料

平成19年度九州大学経済学府産業
マネジメント専攻募集要項（一般
選抜）、産業マネジメント専攻ア
ドミッションポリシー

アジア・ビジネスの特色と多様
性を重視する観点から、留学生
の数が少なくなりすぎないよう
にできる対策を検討する。

平成19年度九州大学経済学府産業
マネジメント専攻募集要項（特別
選抜）、産業マネジメント専攻ア
ドミッションポリシー

①実施体制及び実施状況
人事教授会資料
カリキュラムの最適化については、執行部、専攻会議、戦略会議
等で必要に応じて議論されている。
②得られた成果等の具体的内容
フィナンシャルリスクマネジメント講座をリスクに限らずより広
く実務に対応する財務経営の知識を提供するため、フィナンシャ
ルマネジメント講座に変更することにした
①実施体制及び実施状況
領域ごとの教育方針は執行部会議、専攻会議等で折にふれて話し
合われている
合われている。
②得られた成果等の具体的内容
領域ごとの具体的な教育方針の策定には至っていない。
①実施体制及び実施状況
専攻会議において昼間開講プログラムの併設が検討された。
②得られた成果等の具体的内容昼間開講プログラムの併設は、資
金、教員、学生の確保に問題が多く、現状では進められる状況に
ないと考えられ、今後の検討となる。
①実施体制及び実施状況
執行部及び専攻会議において科目拡充を検討している。
②得られた成果等の具体的内容アジア関連では中国ビジネス教員
人事、アジア総合政策センター教授による講座の維持、福岡銀行
による寄附講座の導入等の方法を通じて拡充を図っている。
①実施体制及び実施状況
平成19年度は学生交流としては夏に中国人民大学を訪問し、20年
3月の南京大学訪問を予定。交換留学制度の相手校拡充として
は、19年に大連理工大学と部局間協定を結び20年2月にタイの
チュラロンコンとタマサート大学を訪問して交換留学制度を策定
する予定。
②得られた成果等の具体的内容
中国人民大と南京大学のビジネススクール訪問による学生交流と
①実施体制及び実施状況
ＭＢＡ取得後に博士課程に進む学生はわずかながら存在し、博士
取得後 博士課程 進 学生 わず ながら存在
博士
課程設置について専攻会議で議論が行われているが、具体的な検
討はなされていない。
②得られた成果等の具体的内容限られた資源から、博士課程の設
置は現状では困難と思われるものの結論には至っていない。
①実施体制及び実施状況
主として学生や教員による授業評価アンケートの結果を前提に、
執行部や専攻会議において検討を進めている。
②得られた成果等の具体的内容
プロジェクト演習は基礎科目や専門科目で履修した知識をもって
学生の問題意識を論文にまとめる機会を提供し、一定の効果は上
がっていることを確認した。平成20年度は教員一人当たりで最低
4名最高8名の学生を指導することにした
①実施体制及び実施状況
入学時の詳細なガイダンスをはじめ各種ツールが有効に活用され
ている。
②得られた成果等の具体的内容
インフォメーションボードなどの活用により、学生にタイムリー
かつ総合的な教育情報が開示されている。

20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

『九州大学経済学部・学府 学
生・教員アンケート 分析と提
言』（平成18年度）

入学ガイダンス資料
シラバス
インフォメーションボード

フィナンシャルマネジメント担
当教員の採用手続きを始める。

アジア、ＭＯＴ等領域ごとに教
育方針を策定する。

タイとの学生交流を推進すると
共に、香港、シンガポール、
フィリピン等からひとつ選んで
提携先を拡大する。

博士課程を設置する必要性につ
いて執行部及び専攻会議で検討
執行部及び専攻会議 検討
する。

平成１９年度計画の実績報告書

経済学府の中期目標

中期
計画
番号

27

経済学府の中期計画
○学生の討議参加意識を高め，授業参加者
のインタラクティブな授業環境を醸成す
る。

１９
計画
番号

49

経済学府の平成１９年度計画
○ディスカッション，プレゼンテーショ
ン，ケース・メソッドなど学生の参加意欲
を高めるための授業マネジメントの技法を
習得する機会に，教員が積極的にFD研修に
参加することを奨励する。

④成績評価に関する基本方針

④成績評価に関する具体的方策

④成績評価に関する具体的方策

○授業の到達目標及びそれに基づく多元的
な成績評価基準による成績評価を行う。

○評価基準に沿った厳格で公平な成績評価
を実施し，成績評価に対する高い社会的評
価を得る。

○認証基準などを参考とし，成績評価の公
平性，厳格性を証明できる体制作りに関す
る検討を行う。

28
（３）教育の実施体制等に関する目標

50

１）教員等の配置に関する基本方針

（３）教育の実施体制等に関する目標を達
成するための措置
１）教員等の配置に関する具体的方策

（３）教育の実施体制等に関する目標を達
成するための措置
１）教員等の配置に関する具体的方策

○基礎と応用のバランスに配慮するととも
に，ニーズの高い授業科目の充実を図る。

○適切な人事計画を確立し，計画的な教員
配置を推進する。

51

○平成19年度から導入された三位一体の改
革のうち，ポイント制にもとづく人件費管
理と教員組織の柔軟な編成を睨みながら，
可能な限り採用職種のバランスをとって新
規人事を行う。

52

○当面新カリキュラムにおける授業担当の
枠内で，H19年度に構築した教員一人当り
提供単位カウントシステムの継続・発展を
図り，一人当たりの負担が全学教育・学
図り，
人当たりの負担が全学教育 学
部・学府全体を通じて平準化するようH20
年度の授業計画を策定する。

29
○教育負担の平等化に考慮した教員配置に
努める。

30
○専門職大学院における教員の兼業の奨
励，一部のポストにおける任期制の導入，
寄附講座の設置などにより，ビジネスの現
場と直結する教員の安定的確保を図る。

31

53

54

55
○TAを積極的に活用するとともに，その重
点的配置を行う。

32

56
57

○教員のビジネス界との接点や現場活動の
機会を尊重し，実務感覚の維持と最新の状
況把握ができるようにする。

○各分野において質の高い講義を提供する
ため，必要に応じて優れた非常勤講師を登
用する。
○寄付講座設置によるカリキュラム充実の
構想と計画を具体化し，企業などとの検
討・折衝を行う。

○平成１７年度に引き続き，ＴＡ活用の重
点的配置と運用について点検，改善してい
く。

２）教育環境の整備に関する具体的方策

２）教育環境の整備に関する具体的方策

○効果的な教育を実施するために教育施設
設備の整備を進める。

○新キャンパスにおける教育施設設備の整
備を図る。

○新キャンパス計画専門委員会と緊密な連
絡を取り，また学府教育のあり方に関する
学府教授会での議論を踏まえて，新キャン
パス計画のために必要な情報を収集伝達す
る。
○書庫の不足に対して，文系合同図書室運
営委員会を通じて，工学系跡地施設活用を
要望する。

33

○移転前の教育環境の整備，特に学生用施
設設備の改善，院生研究室の確保に努め
る。

58

59

69

54
55

評定

無し

3

4

10
197

4

40

3
3
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況

3

11

34

状

①実施体制及び実施状況
個々の科目においては、教員は公平性、厳格性を維持する取り組
みを行っている。
②得られた成果等の具体的内容
成績評価の公平性や厳格性を証明できる組織的な体制はできてい
ない。

3

142

施

3

10

89

実

①実施体制及び実施状況
研究院および全学で実施される教員のＦＤ研修参加が奨励される
と共に、出席が義務付けられている。
②得られた成果等の具体的内容
教員は積極的にＦＤ研修を通じて、学生の参加意識を高める教育
法を得ている。

3

○TAの活用により教員の負担を軽減し，よ
り効果的な教育の実施を図る。

２）教育環境の整備に関する基本方針

○教育効果の向上のために学生用施設の充
実を図る。

対応する全学の
19年度計画

別紙１

3

4

根

拠

資

料

20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

科目別の個別対応ではなく、全
体として組織的に整合性をもっ
た成績評価に取り組む必要があ
る。

①実施体制および実施状況
部局全体の凍結ポスト数の決定にもとづき、採用職種のバランス
に注意しながら可能な限り柔軟な人事計画を立て、人事選考を実
行した。本年度に利用可能なポイントに応じて、助教４を確保
し、学士課程授業の担当、試験監督等において効率的運用を図っ
た。
①実施体制および実施状況
平成20年2月20日経済学府教授会
平成20年度の授業計画策定に当っては、平成19年度に構築した教 資料「平成20年度授業計画につい
員一人当り提供単位カウントシステムをさらに拡充して、教員一 て」
人当たりの負担が全学教育・学部・学府全体を通じて平準化する
人当たりの負担が全学教育
学部 学府全体を通じて平準化する
ようにした。
①実施体制及び実施状況
実務家教員とビジネス界との接触は、様々な機会を通じて行われ
ている。
②得られた成果等の具体的内容
教員の多くは、現場活動の機会を確保するための兼務、または専
門分野の各種団体役員・委員等の役割を担うと共に、産業界との
接触により最新の動向の把握がされている
①実施体制及び実施状況
外部から必要に応じて優れた非常勤講師を登用している。
②得られた成果等の具体的内容
継続的に適切な非常勤講師の登用がされていると共に、複数の講
義において産業界などからのゲスト・スピーカーが招かれてい
①実施体制及び実施状況
地元金融機関、大手金融機関、経済団体等とカリキュラム充実の
ための講座設置を交渉し、次年度に開始の予定。
②得られた成果等の具体的内容
日興コーディアル証券による「資産運用とリスク管理」、福岡銀
行による「アジアの財務戦略」、中小企業基盤機構による「経営
者リレー講座」等が平成20年4月から実現する見込み
①実施体制及び実施状況
機器操作のためのアシスタントを配置すると共に、教務委員会を
通じてＴＡ活用科目については重点配備している。
②得られた成果等の具体的内容
重点配備した科目についてはきめ細かな学生指導がなされるよう
になった。
①実施体制及び実施状況
ティーチング・アシスタント受入
17名の教員が23名のTAを雇用し、学部基本科目の授業教育補助を 台帳
行なった。
教授会配布資料
①実施体制および実施状況
全学の新キャンパス専門委員会で報告された事項や審議決定され
た事項を、経済学府教授会に適切に伝えた。学府教授会での新
キャンパスに関する議論は開始されていない。
①実施体制および実施状況
文系合同図書運営委員会から工学系跡地に書庫用の空間を確保す
るように要望した。
②得られた成果等の具体的内容その結果
旧工学部４号館２階環境都市部門図書室に書架のある書庫と図書
室を確保することができた。現在、教育学部および法学部との重
複雑誌、電子ジャーナルの利用可能な雑誌の移動を計画中。

平成19年度第2回文系合同図書室
運営委員会議事録 平成19年度第
2回および第3回研究室委員会議事
録

創設から参加した実務家教員の
交代期が始まっており、ビジネ
ス感覚を有した適切な人材の補
充が必要である。

日興コーディアル証券、福岡銀
行、中小企業基盤機構等の講座
が、全体のカリキュラムの一部
として適合するべく配慮する。

平成１９年度計画の実績報告書

経済学府の中期目標

中期
計画
番号

経済学府の中期計画

１９
計画
番号

34

経済学府の平成１９年度計画

○ビジネス・スクールの都心部キャンパス
の設置を検討する。

35

61
○教育研究用文献・資料・統計等の整備，
及び教育研究用データベースの構築を進め
る。

74
○福岡都心部への移転に関する複数の選択
肢の中から，適切な選択を行うべく大学本
部を含めた関係者と具体化に向けた協議と
行う。

36
63

64
○「研究・教育支援室」（仮称）を設置
し，スタッフを確保する。

37

無し

3

3

○学生用図書購入のため，部局特別事業費
を申請する。

62

65
３）教育の質の向上及び改善に関する具体
的方策
○自己点検・評価委員会，外部評価委員
会，第三者評価機関（専門職大学院）によ
る教育活動の評価を定期的に実施する。

○中期目標・中期計画における教育活動の
進捗状況にあわせて点検・評価する。

評定

○開設済の学生サロンの利用状況を把握
し，円滑な管理運営に努める。

60

３）教育の質の向上及び改善に関する基本
方針
○「5年ごと評価，10年ごと組織見直し」
制度の基本方針の下に，組織の見直しを行
う。

対応する全学の
19年度計画

142

○文系合同図書室の参考図書を整備し有効
活用できるように，文系合同図書室運営委
員会で検討する。

○データベースにつき，その利用状況を勘
案して見直しを図る。

○従来図書室で行ってきた，「ワーキン
グ・ペーパー」，『経済学研究』，『経済
論究』にかかわる業務について，部局で行
うことを検討する。

4

142

3

142

3

無し

3

３）教育の質の向上及び改善に関する具体
的方策
○平成20年度受審の中期目標期間に係る実
績評価に向けて，平成19年度受審の認証評
価の結果を踏まえ大学院課程教育の改善点
を洗い出す。

66

65

3

○自己点検・評価を恒常的に実施するとと
もに，FDの充実を図り，授業内容の改善に
努める。また外部評価を定期的に実施す
る。

38
67

68

○FD，個別面談，新カリキュラム，「学
部・学府一貫教育プログラム」等既設のス
キームを使った改善努力を実行するととも
に，国際交流協定締結大学とのダブル・
ディグリー制度の導入の可能性について検
討をし，問題点の克服を図る。

○法定の「専門職大学院認証評価」制度に
そって，認証評価に向けた準備を開始す
る。同時に，現在の「外部評価委員会」の
目的と位置付けを再検討する。

3

65
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別紙１

実

施

状

況

①実施体制及び実施状況
学生サロンの利用状況を正確に把握するために、ＦＤ委員会と学
生委員会がアンケートを実施するための協議を行った。
②得られた成果等の具体的内容
ＦＤ委員会がアンケートを実施し、学生委員会がその分析を行っ
た。その結果、サロンを積極的に活用しているとの声が多数寄せ
られた なお 今後もサロンにアンケート回収箱を設け 利用状
られた。なお、今後もサロンにアンケート回収箱を設け、利用状
況の把握に務めていく予定である
①実施体制及び実施状況
都心部のキャンパスの設置については、複数のオプションを考慮
した検討を継続して進めている。
②得られた成果等の具体的内容
上記の検討は未だ検討あるいは計画の段階であり、具体化には
至っていない。
①実施体制および実施状況
研究室委員会より学生用図書購入のため部局特別事業費を申請し
た。
②得られた成果等の具体的内容
この申請が認められた。さらに、これにより125冊の図書を購入
し、すでに学生の利用に供している。（研究室委員長計画通り、
学生（学府生）用図書購入のため部局特別事業費を申請し認めら
れた。これにより、125冊の図書を購入し、すでに学生の利用に
供している
①実施体制および実施状況
文系図書室運営委員会において、文系図書室全体での参考図書の
充実について、新規購入を含めて考えるべきではないか、と提案
した。
②得られた成果等の具体的内容
その後の十分な検討は残されている。
①実施体制および実施状況
研究室委員会が日経NEEDS-Financial Questの利用者アンケート
を行った。
②得られた成果等の具体的内容
見直しに反対する意見が強く、実際の見直しには至らなかった。
①実施体制および実施状況
研究室委員会から『経済学研究』および『経済論究』について、
それぞれの業務を研究院長秘書室および大学院経済学府自治会で
行うように要請した
②得られた成果等の具体的内容
この要請はそれぞれ受け入れられ、現在そのように行っている。
「ワーキング・ペーパー」については引き続き図書室で行ってい
る。

根

拠

資

料

20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

2007年度経済学部特別アンケート
経済学部学生サロンアンケート

①専攻運営会議資料及び議事録② ①九大本部との密接な協力
基本フロアプラン
②産業界との緊密な連携

平成19年度第1回および第3回研究
室委員会議事録

平成19年度第2回文系合同図書室
運営委員会議事録

①実施体制および実施状況
専攻レベルにおける実質的審査を行うための、博士学位審査のた
めの専攻会議設置を図った。「優れた業績を上げた者」の認定に
よる博士学位審査を促進するために、九州大学大学院経済学府規
則第20条ただし書き（特例）の適用により、博士後期課程におけ
る在籍期間が6か月を経過して後、博士論文を提出することがで
きることとした。論文指導委員会の設置、論文調査委員の選出等
に係るその他の手続きの早期化。実質化・簡略化を図った。大学
院学生の質的向上を図るためにワークショップを実質化し、その
開催数を増加させた。
②得られた成果等の具体的内容
学位申請は増えつつあるが、導入したばかりで学位授与率の向上
をまだ判断する段階ではない
①実施体制および実施状況
「学部･学府一貫教育プログラム」による選考を行った。中国人
民大学を相手校とするダブルディグリー制度の導入を図るため
に、協議を開始した。
②得られた成果等の具体的内容
「学部･学府一貫教育プログラム」の合格者は7名であった。なお
十分学生の間に趣旨が浸透していないと思われる。
①実施体制及び実施状況
①専攻会議資料ならびに議事録 大学基準協会によるピアレ
専攻長、モジュール長を中心に、九大本部、部局執行部、関連事 ②認証評価に関わるドキュメント ビューに対応する適切な組織の
構築
務係と協力して、平成２０年度認証評価に向けた準備を進めてい のドラフト
る。
②得られた成果等の具体的内容
１月末に九大本部ならびに「大学基準協会」に、認証評価に関わ
る第一次ドラフトを提出し、最終ドキュメントの作成にとりか
かった 外部評価委員会はその名称ならびに委員の構成員は正式

平成１９年度計画の実績報告書

経済学府の中期目標

中期
計画
番号

経済学府の中期計画

１９
計画
番号

○FD委員会を確立し，教育の改善に努め
る。

39

経済学府の平成１９年度計画

対応する全学の
19年度計画

評定

○年間を通じ，不断のFD実施体制および内
容の改善を図る。

69
○学生による授業評価と教員による教育活
動の自己評価を推進する。

69

3

○新カリキュラム実施に伴い，アンケート
内容の見直しを行う。

70

71

3
○FD委員会を中心に，学外アンケートや
テーマを絞ったアンケートの実施を検討す
る。

○平成18年度実施した独自の教員アンケー
トと修了生アンケートを分析する。

72

3
69
70
71

3

40
○外部から専門家を招聘してFD研修会を実
施する。

73

3
○専門職大学院独自の授業アンケートを改
善しつつ実施する。

74

○教育に関する改革システムを整備する。

41

75
76

無し

○H18年に導入した学府新カリキュラムの
履修の円滑化のために，両専攻間の履修方
法の相違についてガイダンス時に院生への
周知徹底を図る。
○H18年に導入した学府新カリキュラムの
実施に向け，引き続き問題点がないかモニ
ターを行う。

33

3

3
3

○「学部・学府一貫教育プログラム」を実
○「学部
学府 貫教育プログラム」を実
施に移す。

77
（４）学生への支援に関する目標
１）学生への学習支援に関する基本方針
○自主性を尊重した学習支援体制を確立す
るとともに，成績不良者対策を強化する。

3

（４）学生への支援に関する目標を達成す
るための措置
１）学生への学習支援に関する具体的方策

（４）学生への支援に関する目標を達成す
るための措置
１）学生への学習支援に関する具体的方策

○部局ホームページの充実，全教員の個人
ホームページの開設・充実によって，教育
に関する情報の公開に努める。

○学府教育の各種情報（専攻の教育内容，
休講情報，入試情報等）の最新情報への更
新を図る。

78

336

3

336

3

○教員ホームページの内容充実を図る。

42

79
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20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

①実施体制および実施状況
FD委員会において前年度のアンケート結果を分析し、部局FD研修
会を開催してそれを検討した。FD委員会において授業評価アン
ケート集計の実行手順をマニュアル化した。
②得られた成果等の具体的内容
全般的な授業改善に資するべく、ＦＤ研修会においてティチャー
ズ・オヴ・ザ・イヤーを２名選任しその授業方法・内容を披瀝し
てもらった
①実施体制および実施状況
FD委員会において、アンケート内容の見直しを行った。
②得られた成果等の具体的内容
平成20年度中の実施をめどに、新カリキュラム導入後の特別アン
ケート策定の検討を開始した。

・『九州大学経済学部・学府 学
生・教員アンケート 分析と提
言』（平成18年度）
・「授業評価アンケート処理実施
手順書」

①実施体制および実施状況
FD委員会において学府生に関する学外アンケートを策定し、非常
勤講師へアンケートを実施した。
②得られた成果等の具体的内容
在学中の学府生の専門知識や、国際的視野、問題発見・解決能力
といった項目で概ね高評価を得ていることが確認できた。
①実施体制および実施状況
平成18年度実施の教員アンケートをFD委員会において集約・分析
した。
②得られた成果等の具体的内容
今後の授業改善に資することを目途に、第1回FD研修会（6月実
施）において教員アンケートの内容を開示し、検討に付した。
①実施体制および実施状況
外部講師によるFD講演会を行った（福岡教育大学 植村善太郎
準教授）。
②得られた成果等の具体的内容
他大学のFD実施状況について多く学び、参考例を多く得ることが
できた。
①実施体制及び実施状況
平成17年度から導入した独自の学生アンケート、修了生アンケー
ト、教員アンケートを継続し、平成18年度の結果を冊子（「分析
と提言」）にまとめた。
②得られた成果等の具体的内容
平成18年度に引き続きFD研修会を開催し、専門職大学院に相応し
い教育のあり方について討議した。平成19年度実施のすべてのFD
アンケート関連データを分析中である。

・「九州大学大学院経済学府生に ・隔年程度で実施する意義があ
関するアンケート結果報告書」 る。平成21年度実施予定とする
こと。
（暫定）

・平成20年度中に新カリキュラ
ム導入に関する「特別アンケー
ト」（学府）の実行を検討す
る。

・『九州大学経済学部・学府 学
生・教員アンケート 分析と提
言』（平成18年度）

・FD講演会開催通知状（平成19年 ・Ｈ20年度についても外部の専
11月28日）
門家を交えたＦＤ研修会を予定
・FD講演会参加者一覧（平成19年
FD講演会参加者 覧（平成19年 すること。
11月28日）
①九州大学経済学部・学府「学 学生の評価に対する妥当性を見
生・教員アンケート 分析と提 直すと共に、コメントに対する
適切な分析が必要
言」（平成18年度）
②学生・修了生・教員アンケート
用紙

H18年に導入した学府新カリキュラムの履修の円滑化のために， 『平成19年度 学生便覧』(大学院
両専攻間の履修方法の相違についてガイダンス時に院生への周知 経済学府(経済工学･経済システム
専攻))
徹底を図った。
『九州大学経済学部・学府学生・ 『九州大学経済学部・学府学
①実施体制及び実施状況
平成18年に導入した新カリキュラムについて、授業評価アンケー 教員アンケート分析と提言』（平 生・教員アンケート分析と提
言』（平成18年度）
ト結果などを踏まえてモニターを行い、基本的に円滑に実施され 成19年度）
ていることが確認できた。
①実施体制及び実施状況
『平成19年度 学生便覧』（経済
「学部学府一貫教育プログラム」を創設し、年度初頭からのガイ 学部）
ダンス等による各種アナウンスを経て、12月に、学部3年次学生
の成績優秀者を対象に、最初の募集を行なった。
②得られた成果等の具体的内容
結果7名が初年度のプログラム参加者として認められた。

経済学府HP
①実施体制及び実施状況
広報委員会及び学生第４係が連携し、学府教育に関する最新情報
の入手に努めた。
②得られた成果等の具体的内容
広報委員会及びコンピュータ助教が連携し、最新の情報への更新
を適宜行った。
①実施体制及び実施状況
経済学府HP
広報委員会において教員ホームページの内容に関して検証した。
その結果、開示情報が更新されていないケースが多いことが判明
した。

平成１９年度計画の実績報告書

経済学府の中期目標

中期
計画
番号

経済学府の中期計画

１９
計画
番号

経済学府の平成１９年度計画

対応する全学の
19年度計画

評定

○各種問い合わせに対する対処方法をHP上
に掲載する。

80
43
44

○オフィスアワ を導入し，学習相談 教
○オフィスアワーを導入し，学習相談・教
育指導の強化を図る。
○国際学術交流振興基金及び南信子基金を
活用し，院生の研究活動を支援する。

3

81

○既に導入済みのオフィスアワ を含む学
○既に導入済みのオフィスアワーを含む学
習相談・教育指導が円滑に実施されている
かどうかについて検証を行う。

89

3

82

○南信子基金については，これまでの支援
の成果をまとめる。

無し

3

○国際学会での発表等，院生による学術目
的の海外集会参加を支援する。

83

3

２）学生への生活支援・就職支援に関する
基本方針

２）学生への生活支援に関する具体的方策

２）学生への生活支援に関する具体的方策

○学生が不安なく勉学に集中できるように
制度を整備するとともに，就職活動を支援
する仕組みを整える。

○外国人留学生担当教員等による留学生支
援を強化する。

○外国人留学生特別選抜（指定校推薦）に
関連して博士課程における奨学金制度を同
窓会等と連携して検討する。

84

45
85

○就職・進路説明会などへの参加を促し，
また就職相談コーナーを充実する。

○１・2学年の学生と，交換留学生に対し
て，担任・プロジェクトの指導教員・アド
て
担任 プ ジ クトの指導教員 アド
バイザーと学生チューターをつけて支援し
ている。インターンシップや就職について
も必要に応じ対応する。

106

3

106

3

86

○日本公認会計士協会北部九州会に依頼
し，５月末ごろに公認会計士制度説明会を
予定している。

8

4

87

○修了時に配布する『卒業生名簿』の「進
学または勤務先」欄の適正な記入に向け，
学生係窓口でのデータ収集を強化する。

14
105

3

46
88

89
○奨学金・授業料免除などを積極的に活用
する。

90
47

○留学生委員会と留学生担当講師，学術特
定研究員（国際）の相互連携のもと，
チューター制度を活用するなどして，外国
人留学生や研究生の進路相談などに積極的
に関わる。

○ほとんどの学生が社会人であり，就職
ニーズは少数だが，必要に応じて就職を支
援する。

○配分された博士後期課程奨学金に係る給
付要項を定め，博士後期課程入学者の経済
的支援，及び研究活動支援のために給付す
る。

14

107

106

3

3

4

○修了生のネットワーク組織との協力で交
換留学生の資金的支援を行う。

91

無し
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①実施体制及び実施状況
広報委員会において各種証明書発行に関する手続きのあり方につ
いて検討した。
②得られた成果等の具体的内容
各種証明書の申請書類をホームページ上でダウウンロード可能に
した。
①実施体制及び実施状況
FD委員会が実施した教員アンケートなどを通じて学習相談･教育
指導が概ね適正な頻度と内容で実施されていることが確認でき
た
①実施体制及び実施状況
南信子基金委員長 優秀な修士論文･プロジェクト論文に対して
南信子賞を授与した（計5件）(3月予定）。

根

拠

資

料

20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

経済学府HP

『九州大学経済学部 学府学生
『九州大学経済学部・学府学生・
教員アンケート分析と提言』（平
成19年度）

①国際交流振興基金運用規定、②
①実施体制及び実施状況
1)国際学術交流振興基金の運用計画に、院生の国際集会派遣支援 国際学術交流振興基金運営実施資
等が盛り込まれた。院生からの派遣申請については教授会で審議 料
し、これを認めた。2)国際学術交流振興基金による院生支援は、
国際学会への派遣旅費等、前年に引き続き実施されていることが
確認された。

①実施体制及び実施状況
九州大学経済学部同窓会会長に宛て、外国人留学生特別選抜（指
定校推薦）に関連する博士後期課程における奨学金制度への援助
を研究院長名で依頼し、承諾を得た。
①実施体制及び実施状況
一年次では一人の教員が５～６人の学生の担任となり、学業、生
年次では 人の教員が５ ６人の学生の担任となり 学業 生
活、キャリアパスなどに関しアドバイスを行っている。二年次は
プロジェクト演習の指導教員が各学生の担任の役割を負った。ま
た、留学生に必要に応じてチューターが配置されると共に、７人
の交換留学生にも３人の担任教員がつき、また、それぞれの留学
生に一人の在学性がチューターとなり、生活面でのアドバイスを
行った。
②得られた成果等の具体的内容
希望する学生のすべてにインターンシップ先を斡旋した また
①実施体制及び実施状況
予定通り、公認会計士北部九州会に依頼し、開催していただいた
(5月28日） 。参加者は学生、院生合わせて10名程度であった。
また来年度も、新しい形で開催していただけるように、年初めの
公認会計士北部九州会名刺交換会において改めてお願いしてい
①実施体制及び実施状況
学生第四係窓口でのデータ収集を強化した結果、修了時に配布す
る『卒業生名簿』の「進学または勤務先」欄がより正確に記載さ
れ、就職先のより正確な把握が可能となった。
①実施体制及び実施状況
経済学府修士課程1年次の外国人留学生及び他大学で修士号を取
得し本学経済学府に入学した博士後期課程1年次の外国人留学生
全員を対象に、電話とメールで留学生担当講師が個別にコンタク
全員を対象に、電話とメ
ルで留学生担当講師が個別に ンタク
トを取り、近況や課題を把握するとともに、留学生が相談を持ち
かけやすい環境の用意を心掛けた。併せてアンケートを実施し、
将来設計などを尋ねることによって進路に関する意識を明確にし
てもらうよう努めた（アンケート用紙に就職情報室の案内と就職
活動における情報収集の大切さを簡潔に記載した）。上述の留学
生全員（学部研究生経験者は除く）に、チューター制度を活用
し チューターを手当てした
①実施体制及び実施状況
一年次の担任教員、二年次ではプロジェクト演習担当教員が、本
人のキャリア志向に応じて就職に関するアドバイスを行う。
②得られた成果等の具体的内容
適宜、就職、転職、あるいは博士課程への進学に関するアドバイ
スを行った。
①実施体制及び実施状況
経済学府が定めた奨学金給付要項に従って、選考は学生委員会及
び研究評価委員会が行い、運営は学生委員会が行う。
②得られた成果等の具体的内容本年度は積極的な応募があり、厳
正な審査を行った結果、入学者に対する支援として15件、内外の
学会報告等に対する支援として12件支給することを経済学府教授
会で決定した
①実施体制及び実施状況
同窓会（QAN）を担当する教員が配置されており、QBS事務局が
QANの窓口となって常時連絡を取り合いながら連携を行ってい
る。
②得られた成果等の具体的内容
QANはQBS発信のラジオ番組の制作に協力しており、交換留学生二

同窓会への依頼状、承諾の返信

①学生便覧②パンフレット③交換 交換留学生を含む留学生のイン
留学生ガイドブ ク④ 年次担任 ターンシップに対する要望への
留学生ガイドブック④一年次担任
タ ンシ プに対する要望 の
表ならびにロジェクト演習担当教 対応
員一覧⑤換留学生の担任教員と
チューター一覧

『平成19年度 卒業生名簿』

「経済学府の外国人留学生を対象
としたサポートの実施」企画書、
アンケート回収票等の記録

就職支援のための組織を検討す
る必要がる。特に、留学生の求
職活動をどのようにサポートす
るか、検討を要する。
経済学府博士後期課程奨学金給付
要項、「経済学府博士後期課程奨
学金給付要項」の運用について、
教授会資料、学生係ファイル

同窓会（ＱＡＮ）名簿

優れた留学生の受け入れ支援の
ためには、新たな資金ソースの
掘り起こしが必要

平成１９年度計画の実績報告書

経済学府の中期目標

中期
計画
番号

48
２

その他の目標

経済学府の中期計画
○同窓会の寄附金及び国際学術交流振興基
金により，博士研究員（ポス・ドク）制度
を設け，学位取得者等の研究継続を支援す
る。
２

１９
計画
番号

92

その他の目標を達成するための措置

対応する全学の
19年度計画

経済学府の平成１９年度計画
○同窓会寄付にもとづく大学院指定校留学
生に対する奨学金の拡充について関係者と
の協議を開始する。

２

（１）社会との連携，国際交流等に関する
目標を達成するための措置

（１）社会との連携，国際交流等に関する
目標を達成するための措置

１）社会との連携・協力に関する基本方針

１）地域社会等との連携・協力，社会サー
ビス等に係る具体的方策

１）地域社会等との連携・協力，社会サー
ビス等に係る具体的方策

○「社会と連携する大学」を目指し，教
育・研究面での社会連携・協力を積極的に
推進する。

○セミナー・シンポジウム・公開講座など
を開催する。

○引き続き，社会のニーズを踏まえたシン
ポジュウムや各種セミナーを積極的に企
画・開催する。

93

94
○産学官の連携を推進する。

95

50

○九州・山口の経済界の人材育成プログラ
ムと本学府の専門職大学院との間での連携
を図り，地域の社会人のビジネス教育に寄
与する。

96

97

51

２）国際交流・協力等に関する基本方針
○国際水準の研究教育の拠点作りを目指し
て外国の諸大学との研究教育の交流・協力
を推進する。

52

185

○各種セミナー，シンポジウム，レク
チャーシリーズなどの開催を企画・実施す
る。
○QBSでは，他専攻・他部局との共同企画
の実現を考慮しつつ，主にアジアビジネ
ス，MOT関連のセミナー・シンポジウムを
中心に，ビジネス関連のイベントを開催
し，地元産業界との接点を強化する。

○昨年度に引き続き，地元企業の社員を対
象としてビジネス教育プログラムを提供す
る。教員の負担，インセンティブを勘案し
つつ，既存プログラムのより効果的な運用
を図る。

２）産学官連携の推進に関する具体的方策

98

○産学官連携の一貫として，福岡市の第三
セクターである博多港ふ頭株式会社との共
同研究「博多港プロジェクト」を軌道に乗
せる。

99

○上記プロジェクトの実行に際し，必要に
応じて大学院生を参加させ，オン・ザ・リ
サーチ・トレーニングを行う。

100

197
204

○財界や地元の経営者との交流を促進し，
社会に求められるビジネス教育を把握す
る。

２）産学官連携の推進に関する具体的方策

３）外国人留学生交流その他諸外国の大学
等との研究教育上の交流に関する具体的方
策
○アジアの交流協定校との学術交流を支援
する。

3

3

129
197

○箱崎文系地区社会貢献委員会の充実を図
る。

３）外国人留学生交流その他諸外国の大学
等との研究教育上の交流に関する具体的方
策
○交流協定校との交流の拡大・深化に努め
る。

3

その他の目標を達成するための措置

（１）社会との連携，国際交流等に関する
目標

49

無し

評定

3

4

3

199
202

3
2

210
212
214

10 / 11 ページ

3

別紙１

実
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状

況

根

拠

資

料

20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

①実施体制及び実施状況
同窓会への依頼状、承諾の返信
外国人留学生特別選抜（指定校推薦）に関連する博士後期課程に
おける奨学金制度への援助を、研究院長名で九州大学経済学部同
窓会会長に宛てて依頼し、承諾を得た。大学院指定校留学生に対
する奨学金について、その拡充を図るための依頼を研究院長・学
府長を通じて同窓会会長に対して行った。

①実施体制及び実施状況
1)平成17年度に発足した九大の四つの専門職大学院からなるコン
ソーシアム（「専門職大学院コンソーシアム」）により、年4回
のレクチャーシリーズが開催されている。
2)関係の諸機関、外部団体と協議し、産学連携シンポジウム、セ
ミナー等の実施について検討した。
3)各種セミナー、シンポジウムは、今後も持続すると共に、さら
に社会から求められる内容のセミナーを開催する。但し、開催資
金及び管理人材が決定的に不足しており、断念せざるを得ない場
合も多いため、これらの点の強化を検討する必要がある。
②得られた成果等の具体的内容
1)レクチャーシリーズ（市民向けセミナー）により、社会のニー
ズに応えた内容を学生だけでなく広く市民に向けて提供してい
る。
2)開催にはいたらなかった。
催
①実施体制及び実施状況
関係の諸機関、外部団体と協議し、産学連携シンポジウム、セミ
ナー等の実施について検討した。
②得られた成果等の具体的内容
開催にはいたらなかった。
①実施体制及び実施状況
平成17年度に発足した九大の四つの専門職大学院からなるコン
ソーシアム（「専門職大学院コンソーシアム」）は平成19年度も
継続された。また、QBSを各とする中国ビジネス研究会が平成19
年４月に発足した。
②得られた成果等の具体的内容
「専門職大学院コンソーシアム」は３ヶ月ごとに共同の公開シン
ポジュームを実施した。「中国ビジネス研究会」は月一回の公開
勉強会を開催した。また、QBS教員だけでなく、ロースクールな
らびに臨床心理の教員もQBSラジオ番組にレギュラー出演した
①実施体制及び実施状況
QBS専任教員の過重な負荷を軽減すべく、企画運営会社との連携
を強化し、QBS外からも適切な教員の支援をも受ける体制を構築
中である。
②得られた成果等の具体的内容
昨年に引き続き、在福の大手企業二社から幹部養成講座を受託
し それぞれに半年に亘るビジネス教育プログラムを提供した
それぞれに半年に亘るビジネ 教育プ グラムを提供した
①実施体制及び実施状況
財界や地元経営者との交流を促進すべく、専攻内に社会連携モ
ジュールを設置している。
②得られた成果等の具体的内容
地元の財界、中小企業団体と適宜、会合を持ち、ビジネス教育へ
の要望の聴取に努めた。また、法人説明会参加企業を個別訪問
し 人事担当者からヒアリングを行った

レクチャーシリーズ資料

今後も持続すると共に、さらに
社会から求められる内容のセミ
ナーを開催する。

①専門職大学院コンソーシアムに
よるシンポジュームの告知ポス
ターなど②「中国ビジネス研究
会」年間スケジュール表③ラジオ
番組講師陣一覧と放送日一覧

現行プロジェクト（「専門職大
学院コンソーシアム」によるシ
ンポジューム、「中国ビジネス
研究会」、ラジオ番組を通した
社会への発信）の発展的継続

①専攻運営会議資料ならびに議事 エクゼキュティブ・プログラム
録②企業からの受託事業の概要説 の本格的検討
明書

①ＱＢＳ組織体制図②法人説明会 ①外部評価組織への地元経営者
参加企業リスト
の参加②法人説明会の発展的継
続

①実施体制及び実施状況
当初メンバーに新たに２名を追加、博多港ふ頭株式会社との勉強
会も開催し、今後定例化することととした。本年度の報告書を作
成中である。なお本プロジェクト最終年には報告書を含め著書を
出版する計画である。
①実施体制及び実施状況
本年度は研究プロジェクト初年度であり、大学院生の参加には着
手できなかった。

①実施体制及び実施状況
1)国際コンファレンスの企画について、国際交流振興基金からの
支援を教授会で審議し承認された。2)国際学術交流振興基金によ
る支援の下で、交流協定校との第2回国際コンファレンスが開催
された（九州大学・南京大学･人民大学）。

①国際交流振興基金運用規定、②
国際学術交流振興基金運営実施資
料、③国際コンファレンスのプロ
シーディング。

平成１９年度計画の実績報告書

経済学府の中期目標

中期
計画
番号

経済学府の中期計画

１９
計画
番号

○ビジネス・スクールにおける提携校との
連携を強化する。

53

101

４）教育研究活動に関連した国際貢献に関
する具体的方策
○交流校等での講義・講演を推進する。

102

対応する全学の
19年度計画

経済学府の平成１９年度計画
○学生交流，交換留学等を行う提携先のビ
ジネススクールの地域的範囲を華南，東南
アジアの九大提携校に拡大し，相互交流を
さらに促進する。

４）教育研究活動に関連した国際貢献に関
する具体的方策
○学術成果のあげられるような交流協定を
検討する。

45
116
178

216

評定

3

3

○提携ビジネススクールとの教員交流を通
じて，相互に講義や講演を行い，共同の教
育の機会を模索する。

54

178
215

103

○国際学会の開催，国際学会への参加を推
奨・支援する。

55

○学術目的の国際集会開催，国際集会参加
を支援する。

104
○国際シンポジウム等を開催する。

○アジアの交流協定校との国際コンファレ
ンス開催を支援する。

105
56

○アジアやＭＯＴを主体とする国際シンポ
ジウム，セミナー等を開催する。

106

210
211
228
210
212
214
178
215
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20年度計画策定にあたっ
ての留意事項等

①実施体制及び実施状況
①交換留学生リスト②大連理工大 提携校を中国からアジアにより
１）九州大学フレンドシップ奨学金制度の活用により海外との教 学との部局間協定文書③中国から 広く拡大することを検討する。
育交流に取り組んでいる。２）大学間協定・部局間協定をベース の招聘教員関連文書
に中国重点大学との交換留学制度の拡充をはかっている。
②得られた成果等の具体的内容
１）中国大連理工大学と部局間協定を締結した。２）提携校の拡
充をはかるため タイのチュラロンコン大学ならびにタマサート
充をはかるため、タイのチュラロンコン大学ならびにタマサート
大学との交渉を開始し、早期に提携協定を締結の予定。３）中国
大学との交換留学制度の実績として ７名を受入れ １名を留学
①実施体制及び実施状況
1)ソウル大学の教員･院生が九州大学を訪問し、共同研究会を開
催した。2)院生の研究成果発表などを行い、今後の研究交流につ
いて討議した。3）中国大連理工大学と部局間協定を締結した。
①実施体制及び実施状況
専攻内の海外連携モジュールとICABE(アジアビジネス教育コン
ソーシアム）を中心に、中国ビジネススクールとの相互交流を促
進し、東南アジアにも視野を向け始めた。
②得られた成果等の具体的内容
１）ICABE活動の一環として中国人民大学を訪問、両校の教員に
より交換授業を行った。２）ICABE活動の一環として南京大学を
訪問し、両校教員による授業交換を実施する予定（平成20年3
月）３）中国人民大学より、教員を後期特講の講師として招聘し
た ４）中国南京大学ビジネススクール学部長がQBS学生を対象
①実施体制及び実施状況
国際学術振興基金による、院生の国際学会発表支援を、教授会に
提案し承認された。
②得られた成果等の具体的内容
国際交流振興基金による支援の結果、教員・院生が国際学会等に
おける報告が可能となり、学府教育に寄与した。
①実施体制及び実施状況
国際コンファレンスの企画について、国際交流振興基金からの支
援を教授会で審議し承認された。
②得られた成果等の具体的内容
国際学術交流振興基金による支援の下で、九州大学経済学研究院
のリーダーシップによる、交流協定校との国際コンファレンスが
人民大学において開催された（九州大学・南京大学･人民大
①実施体制及び実施状況
専攻内の海外連携モジュールとICABE(アジアビジネス教育コン
ソーシアム）を中心に、国際的な視点に立って、シンポジューム
などの企画にあたっている。
②得られた成果等の具体的内容
QBS教員が参加・協力して月一回の「中国ビジネス研究会」（一
般公開）を実施している。

ソウル大との共同研究会資料

①ICABE報告書②中国からの招聘 ①ICABEによる中国提携校との
講師のプロフィールならびに講義 学術交流を発展的に継続②提携
校の東南アジアへの拡大
シラバス

①国際交流振興基金運用規定(深
川)、②、国際学術交流振興基金
運営実施資料(深川)

①国際交流振興基金運用規定、国
際学術交流振興基金運営実施資料
(深川)、②国際コンファレンスの
プロシーディング。

「中国ビジネス研究会』スケ
ジュール表

提携校との共催によるシンポ
ジュームあるいはフォーラムの
企画を検討する

