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学則の変更の趣旨等を記載した書類 

 
 
【１】学則変更（収容定員変更）の内容 
 
 平成 31 年 4 月から、大阪経済法科大学学則第３条に定める経済学部経済学科の入学定員を 160 人

から 200 人に、収容定員を 640 人から 800 人に変更する。あわせて、経済学部経営学科を経営学部

経営学科に改組転換し、入学定員を 160 人から 200 人に、収容定員を 640 人から 800 人に変更する。

以上の変更により、大阪経済法科大学の入学定員及び収容定員は次の表のとおりとなる。 
 

現行 変更後 

学部学科 入学定員 収容定員 学部学科 入学定員 収容定員 

経済学部 
経済学科 160 人  640 人 経済学部 経済学科 200 人  800 人 

経営学科 160 人  640 人 経営学部 経営学科 200 人  800 人 

法学部 法律学科 260 人  1,040 人 法学部 法律学科 260 人  1,040 人 

国際学部 国際学科 140 人  560 人 国際学部 国際学科 140 人  560 人 

計 
720 人  

 
2,880 人 

計 
800 人  
(80 人増) 

3,200 人 

 （320 人増）

 
 
【２】学則変更（収容定員変更）の必要性 
 
１．大阪経済法科大学の沿革 
 
大阪経済法科大学は、昭和 46 年の創立以来、「経済と法律が社会の両輪であり、この二つの学問を

修めることによって無類の人格を形成することができる」との創立者の信念に従い、経済学部と法学

部の 2 学部体制で、「万人に開かれた高等教育の実現」を目指し、「実践の中から真理を探究する実学

の精神を持った人材の育成を行うとともに、教育研究を通じて人権の伸長と国際平和に貢献すること

を使命」ととらえ、教育研究活動に邁進してきた。 
本学は、この建学の理念の下、教育目標を、「教育基本法及び学校教育法に則り、建学の理念に基

づいて、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究するとともに、豊かな人間性と国際感覚にあふ

れた独創的で実践力に富む人材を育成し、もって社会の発展と平和に貢献することを使命とする。」

（学則第１条）と定め、40 年余にわたり教育研究活動に邁進してきた。開学当初から、学ぶ意欲を

持ち、そのための努力を惜しまない者すべてに門戸が開かれた高等教育機関として尽力し、経済学と

法学の学びを通して、地元関西を中心に、これまで金融業、流通業、小売業をはじめとした産業界の

第一線に立つビジネスパーソンを始め、弁護士や公認会計士、税理士等の高度専門職業人、地方議会

議員、公務員、教員等として、社会の様々な分野で活躍する卒業生を輩出している。 
そして、長年にわたり、多様な学生を受け入れ、きめ細かく、教育的付加価値の高い教育実践を行
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うことを通して、一人ひとりの希望進路の実現を支え続けてきた実績を基に、地元大阪を中心として

関西圏での入学志願者が十分に確保されることとなり、これらを背景として、平成 25 年 4 月より経

済学部経済学科の入学定員増（200 人から 320 人へ）、法学部法律学科の入学定員増（200 人から 260
人へ）を申請し、認可された。 
そして、創立以来経済学科 1 学科であった経済学部において、建学の理念に基づく実学教育の一層

の拡大を図り、経営学の専門知識と実践的応用能力を有する人材を養成するため、平成 26 年 4 月よ

り新たに経営学科（入学定員 160 人）を届出設置した（経済学科の入学定員を 160 人に変更）。 
さらに、それまで培ってきた経済学・経営学・法学を中心とする社会科学系分野の教育研究の成果

と、世界 25 カ国地域、63 大学・教育研究機関（平成 30 年 3 月現在）とのネットワークに基づく国

際交流・国際教育の実績を活かして、グローバル化する現代社会の諸課題に積極的に対応できる人材

の養成という社会的要請に応えるため、国際学部国際学科（入学定員 140 人）の設置を申請し、認可

され、平成 28 年 4 月に開設した。 
また、こうした学士課程教育の成果と実績を基に、高等教育機関としての役割を一層果たすために、

「教育基本法及び学校教育法に則り、建学の理念に基づき、学術の理論及び応用を教授研究し、知識

基盤社会において高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うこ

とをもって、社会の発展に寄与すること」（大学院学則第１条）を目的として、大学院経済学研究科

経済学専攻（修士課程）（入学定員 20 人）の設置を申請し、認可され、平成 27 年 4 月に開設した。

さらに、大学院の教育研究目的に基づき、高度専門職業人の養成を経営学分野に拡大するために、平

成 29 年 4 月より新たに経済学研究科経営学専攻（修士課程）（入学定員 10 人）を届出設置した（経

済学研究科経済学専攻の入学定員を 10 人に変更）。 
以上により、現在、本学における学士課程教育として、経済学部経済学科、経済学部経営学科、法

学部法律学科、国際学部国際学科という 3 学部 4 学科（入学定員 720 人、収容定員 2,880 人）の体制

に加え、修士課程教育として経済学研究科経済学専攻・経営学専攻という 1 研究科 2 専攻（入学定員

20 人、収容定員 40 人）の体制を確立するに至っている。これにより、特に経済学部では、学士課程

から修士課程を通した経済学・経営学の教育研究の高度化に向けた体制が強化され、現代社会の変化

に対応した人材養成に努力する大学として、新たな段階を迎えている。 
 
 
２．社会経済情勢の変化 
 
日本は、人口減少や高齢化、自然災害への対応、環境エネルギー問題等の様々な課題に直面する課

題先進国であり、これら個人や社会が抱える本質的な課題を推進力として官民の力を結集し、国を挙

げて経済社会全体の革新を推進することで、この大変革時代をリードすることが求められている（日

本経済団体連合会「新たな経済社会の実現に向けて」平成 28 年 4 月 19 日）。 
人口減少と超高齢化が進む中で、東日本大震災という深刻な危機を経験した日本経済が本格的な成

長軌道へと再浮上するためには、創造的で活力のある若い世代の育成が急務であると言われている。

日本においては、少子高齢化の進行が、労働供給の減少に加え、将来の経済規模の縮小や生活水準の

低下を招き、経済の持続可能性を危うくするという認識があり、これが将来に対する不安につながっ
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ている。 
世界経済に目を向けると、イギリスの EU 離脱が国民投票で決定され、アメリカでトランプ大統領

が誕生するなど、世界に自国優先への流れが起こっている。トランプ大統領はアメリカ経済優先、貿

易不均衡是正、パリ協定離脱などを表明しており、これによって、世界的にグローバリゼーションの

流れの鈍化と自国優先の保護主義が波及していくのではないかと考えられている。これらの流れの中

で、いわゆる多国籍企業の競争力の低下が生じる怖れがあり、日本経済にもマイナスの影響を及ぼす

可能性がある。 
一方で、高度で先端的な科学技術を基礎とするイノベーションの急速な進展により、経済社会が大

きく転換する「大変革時代」の到来が指摘されている。これらの技術革新がもたらす変化のスピード、

範囲、インパクトは極めて大きく、従来の業界の枠を超えた新たなサービスの提供が可能となり、多

様化する個人のニーズに対応する形で産業・社会構造が劇的に変化することが予想されている。 
また、IoT やビッグデータ、人工知能などの新しい技術により産業構造が大きく変革していく「第

4 次産業革命」に代表されるように、変化が著しい予測困難な現代の企業経営においては、現代の諸

課題に対応して経営革新に積極的に取り組む人材が必要とされている。幅広い産業分野におけるこう

した技術の活用により、従来の人材ニーズが低下する一方、新技術を活用したビジネスの企画立案や

マネジメント、技術では代替できない質の高い対人サービスなど新たな雇用ニーズが発生していくこ

とが予想されている。少子高齢化の進行により労働力の供給制約が予想される中で、一人ひとりの労

働者の生産性を向上させることが重要であり、IT 人材や成長分野における人材の育成を強化するこ

とが求められている。第 4 次産業革命を見据え、グローバル競争が激化する中で、外部人材等の活用

など地域・社会との連携・協働を一層進めることにより、問題の発見・解決能力の向上や IT リテラ

シーといった次世代に求められる資質・能力の育成の飛躍的拡大が期待されている。 
さらに、雇用環境に目を向けると、現在、日本では少子高齢化の進行による労働力不足を補うため

に長時間労働が深刻化しており、また、非正規労働者が労働市場の約 4 割を占める状況の下で、労働

制度や働き方を見直し、労働生産性の改善を図ることが大きな課題となっている。 
このような日本や世界の社会経済情勢を踏まえ、未来に向けて産業を支えていく人材を育成するこ

とが、今後の日本の国際競争力を左右する国家戦略的課題となっている。人口減少期に突入した日本

社会が持続的な発展を遂げていくためには、高等教育において学問を修めた人材を幅広く養成するこ

とが不可欠であり、その役割を担う高等教育機関には大きな期待が寄せられている。 
 

 
３．経済学部の定員増の必要性 
 
（１）経済学部における教育の充実・発展 
 上記【２】１に記述した経緯により、現在、本学経済学部は経済学科（入学定員 160 人）及び経営

学科（入学定員 160 人）の 2 学科体制となっている。 
経済学部経済学科は、その教育目的を「経済学を中心とする幅広い専門知識とその実践的応用能力

を有し、内外の社会的状況を考慮しつつ、市民生活や企業の直面する諸問題を理解し、倫理と公共性

と責任感を持って、グローバル化する現代社会の諸課題に創造的に対応できる人材の育成」（学則第
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２条第２項第１号）と定めている。また、経済学部経営学科は、その教育目的を「経営学を中心とす

る幅広い専門知識とその実践的応用能力を有し、社会や継続的事業体の内部において、顧客や同僚な

ど他者の気持ちを推察しながら、的確な行動ができるとともに、グローバル化する現代ビジネスの諸

課題に創造的に対応できる人材の育成」（学則第２条第２項第１号の２）と定めている。両学科にお

いては、建学の理念の実現に向けた教育を実施するために、専門領域や将来進路に応じたそれぞれ４

つのコースを設置し、経済学、経営学の学修を深めている。また、4 年間一貫ゼミナール制度を採用

するとともに「卒業論文」制度を設け、4 年次の専門演習において 4 年間の学修の集大成として卒業

論文を提出することを推奨している。 
本学では、実践の中から真理を探究する実学の精神をもった人材の育成を目指し、それを推進する

ために授業内外におけるアクティブ・ラーニングを実施してきた。毎年 12 月に行われる学生研究発

表大会、専門演習・BLP（ビジネスリーダープログラム）・経営実践等の授業における企業・八尾市・

八尾市議会や大阪府中小企業家同友会八尾支部といった学外機関との連携事業、海外体験授業等を通

じて、学生の課題発見能力や実践的応用能力を養成してきた。 
また、生涯にわたる就業力の育成を図るべく、入学直後から段階に応じた体系的なキャリア教育を

進めてきた。難易度の高い資格試験を目指す学生に対しては、正課におけるアドバンストプログラム

のほか、公認会計士試験や税理士試験など、資格試験対策を行う課外の特修講座（Ｓコース）を開講

し、学生の資格取得を支援している。 
このような正課教育と正課外教育の連携により、本学は、公認会計士試験第二次試験合格者など難

関国家試験合格者を輩出してきた。また、国税専門官をはじめ、地方上級公務員のほか、大学院に進

学し、博士の学位を取得した者、大学教員として教育研究に従事する者などを輩出し、卒業生は、社

会の各界各層で活躍している。平成 28 年度には、公認会計士試験合格者 1 人、税理士試験科目合格

者 4 人、公務員採用試験合格者 50 人、大学院合格者 45 人をはじめ、日商簿記検定 2 級合格者 21 人、

同 3 級合格者 48 人、IT パスポート試験合格者 4 人、リテールマーケティング（販売士）2 級合格者

24 人、同 3 級合格者 23 人、ファイナンシャルプランニング技能検定 3 級合格者 22 人など、計 1,427
人の学生が、公務員採用試験、大学院入学試験及び各種資格・検定試験に合格した。 
さらに、経済学部では、グローバル化する現代社会や現代ビジネスで活躍する人材を養成するため

に、豊かな人間性と国際感覚の涵養を目的とする教養教育の充実にも努めている。 
本学は、建学の理念に基づき、今日まで、世界 25 カ国・地域、63 大学・教育研究機関と協定を結

び、数々の共同事業を展開してきた。留学生を受け入れて、教育を行うことは、我が国の重要政策で

あり、本学は、留学生の受入れと教育を国際化の重要な柱と位置付け努力してきた。現在、本学の留

学生の多くは国際学部と経済学部で学んでおり、留学生を対象とした入学前教育の実施、日本語及び

日本社会に関する科目の開講、留学生用演習クラスの設置など、留学生の特性に配慮した教育及び学

修支援に加え、希望する進路の実現に向けて、大学院進学指導や専門の担当者によるキャリア支援を

行なっている。また、留学生の受入れは、本学の一般学生の異文化理解や国際感覚の涵養など、一般

学生に対する教育効果ももたらしている。さらに、平成 28 年度には、経済学科及び経営学科の学生

が、海外の協定校を中心として語学研修に 3 人、海外フィールドスタディに 17 人、1 セメスターの

協定留学に 13 人が参加している。中には、これらの留学・海外体験に複数回・複数国参加する学生

もおり、多彩な異文化に触れて豊かな国際感覚を身につけるとともに、着実に英語運用能力を向上さ
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せている。このような国際交流の一環として、複数国の大学の学生が参加して共通のテーマで議論を

交わす、国際学生交流セミナーが毎年開催されており、経済学科及び経営学科の学生も、活発に議論

に参加している。 
 以上のように、本学経済学部経済学科及び経営学科における教育が、コース制、卒業論文、アクテ

ィブ・ラーニング、地域連携、学生研究発表大会、特修講座（Ｓコース）、海外・留学体験などにお

いて充実・発展しており、今般、収容定員増を行うことにより、その教育目的に沿った、より多くの

人材養成を果したいと考えている。 
 
（２）志願者数の増加 
上記【２】１及び３（１）において述べた教育の質保証に向けた様々な教育改革を中心として、ま

た、少人数・双方向型教育に適した八尾駅前キャンパスの開校（平成 24 年 4 月）及び花岡キャンパ

スにおける建物や教室の整備などの学修環境の充実、さらに学生の希望進路実現に向けた充実したキ

ャリア教育と実績に対して、社会から一定の評価が得られている。その結果、入学定員を大きく上回

る志願者を集めており、適正な競争の下で、入学者の確保が行われている。 
本学は、AO 入試、推薦入試、一般入試など多様な入試制度を通して、志願者に受験の機会を提供

してきた。そして、経済学部においては、現代社会の経済現象や課題を理解し、経済社会のグローバ

ル化に伴う諸問題を解決しようとする意欲や、高度専門職業人や公務員として活躍したい、又は創造

的なビジネスパーソンや起業家を目指したいという意欲を持った、優れた資質を持つ学生の受入れに

努めてきた。平成 25 年度から平成 29 年度までの経済学部の志願状況は下表のとおりであるが、志願

倍率が、経済学科は 4.5 倍から 18.1 倍、経営学科は 8.5 倍から 16.5 倍と大幅に上昇していることか

らも明らかなように、入学を希望する志願者からのニーズは高い。中でも、一般入試とセンター試験

利用入試の志願倍率は、平成 29 年度において経済学科 22.3 倍、経営学科 20.0 倍という高倍率とな

っている。 
 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

経済学部 

経済学科 

入学定員 320 人 160 人 160 人 160 人 160 人 

志願者数 1,447 人 1,350 人 2,088 人 2,364 人 2,895 人 

志願倍率 
4.5 倍 

（6.3 倍）

8.4 倍 

（13.2 倍）

13.1 倍 

（21.1 倍）

14.8 倍 

（20.1 倍） 

18.1 倍 

（22.3 倍）

経営学科 

入学定員 ― 160 人 160 人 160 人 160 人 

志願者数 ― 1,352 人 2,020 人 2,225 人 2,632 人 

志願倍率 ― 
8.5 倍 

（13.2 倍）

12.6 倍 

（20.2 倍）

13.9 倍 

（18.9 倍） 

16.5 倍 

（20.0 倍）

（注１） 経営学科は平成 26 年度に開設 

（注２） 志願倍率の（ ）内の数値は、一般入試とセンター試験利用入試についての志願倍率を示す 

 

また、留学生受入れについては、文部科学省の留学生政策の趣旨を踏まえ、海外協定校からの計画

的な受入れを進めている。平成 29 年 5 月 1 日現在、経済学部経済学科及び経営学科に在籍する留学
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生数は 8 ヵ国・地域から 385 人となっており、留学生の学修意欲は高く、毎年多くの卒業生が大学院

への進学、または我が国及び母国の企業への就職を果たし、活躍している。そのため、海外協定校や

国内の日本語学校などからは、本学経済学部経済学科及び経営学科への留学生受入れ及び受入数の拡

大に対する要望が強く、収容定員増を行うことによって、本学への入学を希望するより多くの留学生

にその機会を提供することができる。 
以上のように、本学経済学部経済学科及び経営学科に対する志願者からのニーズは高く、収容定員

変更後も志願者を確保することが十分に可能である。そして、適正な定員管理の下で、このニーズに

積極的に応えることは本学の社会的使命の 1 つであると考えている。 
 
（３）キャリア教育の充実・発展と就職実績の向上 
本学では、学生のキャリア形成と進路・就職支援を教育の重要な柱として位置づけ、社会から求め

られるニーズに対応した人材を輩出することを目的に、正課内・外におけるキャリア教育の充実に努

めている。経済学部経済学科及び経営学科では、就業力の育成を意識した授業内容を初年次演習や 2
年次以降の専門演習に取り入れていることに加え、キャリア形成科目として、1 年次では、将来の進

路に備え職業観を養うためのキャリア開発Ａ・Ｂを開講し全員に履修を強く推奨している。2 年次で

は、自己理解と社会・職業理解を深め将来のキャリアを計画することを目的としたキャリアデザイン

演習Ａ・Ｂを開講し、3 年次では自己分析と業界・企業研究を進め、ビジネスマナーなどの就業力を

高めることを目的にキャリア演習Ａ・Ｂを開講している。これらのキャリア形成科目は、各学年に応

じた体系的キャリア教育として、学生一人ひとりのキャリア形成力をきめ細やかに育成することを目

的に実施し、就職活動への積極的な取組みや意識の向上、また、学生が将来に目指す進路に繋げるた

めのキャリアプランニングとして成果をあげている。 
これまで本学経済学部は、地元関西を中心に、卸売・小売業、金融業、製造業、情報通信業、サー

ビス業など幅広い業界で活躍する企業人をはじめ、地方議会議員や警察・消防、行政等の公務員、NPO
法人等へ卒業生を輩出している。さらに、公認会計士や税理士等の高度専門職業人や中学・高校教員、

大学での研究者として活躍する卒業生も輩出している。 
本学への求人件数は、平成 28 年度には同年度卒業生 547 人（経済学部、法学部合計）の約 10.4

倍にあたる 5,688 件の求人を得ており、関西を中心に全国からの求人獲得が保たれている。今後は更

に、グローバル社会に対応していくことを目的に、海外進出する企業など幅広い地域や多様な業種、

職種の求人獲得を目指す計画であり、平成 29 年度卒対象の求人は 11,223 件（平成 30 年 1 月末現在）

を確保している。また、初年次からの体系的なキャリア教育の実践と全国規模の企業連携による求人

状況から、平成 28 年度経済学部卒業生の就職率は全国平均を上回る 97.7％となり、高い就職率を維

持している。 
このように、本学経済学部経済学科及び経営学科に対する企業等からの人材ニーズは高く、年々、

拡大傾向にあることから、この度の収容定員増は、こうした社会的要請に応えるためにも必要と考え

ている。 
 
（４）大学の規模拡大による財政基盤の強化と大学活力の向上 
本学は、上記【２】３（１）において記述したように、教育の質保証に向け、教育目的に即した適
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切な教育課程の整備と教育方法の開発に努めてきた。そして、施設に関しては、八尾市街の中心にお

いて、少人数・双方向型教育、キャリア教育に適し、充実した ICT 施設を備えた都市型の八尾駅前キ

ャンパスを建設（平成 24 年 4 月開校）、また、緑豊かな自然に囲まれ、各種教育施設、多彩な文化・

スポーツ施設を有する花岡キャンパスの整備を一層進めるなど、教育環境の充実に取り組んできた。

このような教育の質保証に向けた教育改革、施設拡充整備などの取組みをさらに推し進め、大学の活

力を向上させていく上で、それを支える安定した財政基盤の確立が不可欠であり、そのためには、本

学の現在の規模を拡大させることが必要となる。 
また、本学において、学生は、専門演習・BLP（ビジネスリーダープログラム）・経営実践等の授

業における企業・八尾市・八尾市議会や大阪府中小企業家同友会八尾支部等の学外機関との連携事業

に主体的に参画し、また、スチューデントアシスタントとして上級生が下級生の教育に関与するメン

ター制度、自主ゼミ、スポーツ・文化・ボランティア等の課外活動等において、大きな役割を果たし

てきた。これらの諸活動は、より多くの学生が参加することによって活性化し、その活動効果も一層

高まる。教育の質保証に向けた不断の努力に基づく大学の規模の拡大は、多くの学生が集団の中で多

様な考え方に触れ、討論などを通じて切磋琢磨し、資質や能力を伸ばしていく上で、より好ましい教

育環境を作り出すと考えている。 
 
以上の（１）～（４）に述べた必要性に基づき、今般、経済学部経済学科及び同経営学科の収容定

員増を行おうとするものであるが、経済学部経営学科については、収容定員増にあわせて経営学部経

営学科へと改組転換する計画としており、以下にその趣旨について記述する。 
 
 
４．経営学部経営学科の設置（平成 30 年 4 月設置届出予定） 

 
本学は、教育研究体制のさらなる拡大・高度化を推進するため、収容定員増にあわせて、平成 31

年 4 月に経済学部経営学科を改組転換し、経営学部経営学科を設置する計画である。経営学部経営学

科設置の趣旨は次のとおりである。 
本学は、開学以来、経済学部経済学科において、経営学に関する科目を多数配置し、経営学教育を

重視してきた。さらに平成 26 年 4 月より、経済学部において経営学科が開設され、経営学を経済学

と相互に学修することができる教育研究体制の充実が図られてきた。 
一方、企業経営をめぐる社会経済情勢は、グローバル化のさらなる進展とともにボーダーレス化が

進行しており、国内においても、本格的な人口減少期を迎え、市場構造の変化が著しい状況にある。

また、第 4 次産業革命については、今後、既存産業の垣根を越えた産業構造の大転換につながること

が指摘されるなど、その情勢は、複雑化の一途をたどっている。そのため、こうした状況に適応する

ことができる、経営学に関する幅広い専門知識と実践的な課題解決力を備えた人材へのニーズは高ま

っている。 
そこで、こうした人材養成に応えるため、開学以来経済学部のもとで構築されてきた経営学の教育

研究を、以下の点から、さらに充実、発展させる必要があると考える。 
第 1 に、経営学教育について、企業経営を取り巻く内外の環境は複雑化を増している中、より個々
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の状況を的確に捉えて対応できるようにするためには、具体的に企業活動から経営課題を捉え、その

課題解決のために必要となる幅広い、さらには特有の専門知識を、経営学を中心に据えて修得するこ

とができる専門教育に引き上げていかなければならない。 
そのため、経営学の各領域を構成する専門教育科目において、主要な中心的科目をはじめとして深

く学修を進め、その科目を基盤として領域内の科目を広く学修することができる科目体系を構築する

必要がある。さらに、こうした専門教育科目を置くことで、先に述べたように、企業経営を取り巻く

現代的関心事や将来を見据えた課題についても広く扱われる。 
第 2 に、修得した専門知識を活かして課題解決力を身につけることができる実践的な学修機会を充

実させて、経営学教育の質を保証しなければならない。実社会においては、修得した専門知識をベー

スに、課題の所在を明らかにし、その解決に向けた方策を検討し実践できる人材が求められてきたが、

その内容はさらに高度化してきている。そこで、こうした人材養成のニーズに応えるためには、アク

ティブ・ラーニング、PBL（Problem Based Learning：課題解決型学修）をはじめとした学修機会

の拡大・発展も不可欠である。 
第 3 に、こうした専門分野の学修と実践的な課題解決力などの涵養を効果的に展開するためには、

社会科学分野以外の幅広い教養や異文化・多文化についての理解、さらには語学の学修を通したコミ

ュニケーション力の向上や ICT スキルといった汎用的技能の修得など、教養教育の充実も合わせて必

要となる。 
 第 4 に、高度専門職業人の養成を掲げる本学の大学院経済学研究科経営学専攻（修士課程）におい

て、経営学に関する深い専門知識と高度の実践的応用能力を着実に修得することができるようにする

ためにも、学士課程はその土台として、経営学教育のさらなる充実が必要である。 
以上から、より高度化、複雑化している企業の経営課題に対して、実践的な解決力をもって対応で

きる人材を養成していくためには、これまでの経営学を経済学と相互に学修する教育研究体制の実績

を土台として、経営学の中核的な科目を中心に置き、その応用的学修にも対応できる本格的な経営学

の教育研究体制の構築が必要となる。よって、本学は、今般、平成 29 年度をもって完成年度を迎え

た経済学部経営学科を改組転換し、あらたに経営学部経営学科として設置することを計画するに至っ

た。 
経営学部経営学科が養成する人材像は、上記で述べた現代の企業経営に求められる人材に対応し、

「経営学を中心とする幅広い専門知識と多様な応用能力を修得し、技術革新やグローバル化の進展に

よって産業や社会システムが変化する中で、実践的な課題解決力を備え、現代ビジネスの諸課題に主

体的・創造的に対応できる人材」である。 
卒業後の主な進路としては、① 企業の経営戦略を担う人材、② 企業の組織・人事マネジメントを

担う人材、③ 企業の企画・開発を担う人材、④ 事業承継者・起業家、⑤ 公認会計士・税理士など

高度専門職業人を想定している。 
 
 
【３】学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

 
本学は、高等教育機関としての社会的責務を果たすために、教育の質保証と教育力向上に向けた不
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断の実践を重ね、今般、これを基礎に、収容定員変更の申請を行うに至った。収容定員変更が認可さ

れた後も、これまで進めてきた各種取組を充実させ、社会から求められる人材の育成にさらに努めて

いく。以下に、収容定員変更前から着手してきた内容も含め、教育課程等の変更内容を記述する。 
 
 
１．経済学部経済学科について 
 
（１）教育課程の変更内容について 
 経済学部経済学科の教育課程は、共通教育科目と専門教育科目から編成している。 
 
１）共通教育科目 
 共通教育科目として、基礎科目、一般教養科目、総合科目という 3 つの科目群等を配置している。 
基礎科目は、入学後 4 年間にわたり、大学での学修を進める上で、1 年次に身につけておくべき学

修技法と知識を養成するための科目である。これらの中で「大学演習Ａ」、「大学演習Ｂ」については、

履修を強く推奨している。大学演習は入学直後の 1 年生が円滑に大学での学修を開始できるように、

演習形式で、大学での学びや学修スキルを修得するための科目である。また、6 種類の外国語（英語、

中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、ロシア語）から 1 種類の外国語 4 単位を選択必修としてい

る。 
一般教養科目は、大学生として学んでおくべき基本的な教養知識を養うための科目である。総合科

目は、基礎科目や一般教養科目で学修した中で関心をもった分野において、さらに深い知識を修得す

るための科目である。 
また、本学では、学生の生涯を通じた持続的な就業力の育成を目指して、初年次から将来に結び付

くキャリア教育を重要な柱として位置づけ、社会からのニーズに対応した人材を輩出すべく、段階的

で順次性のあるキャリア教育の充実に努めている。そのため、1 年次には「キャリア開発Ａ」、「キャ

リア開発Ｂ」の履修を強く推奨している。2 年次には「キャリアデザイン演習Ａ」、「キャリアデザイ

ン演習Ｂ」、3 年次には「キャリア演習Ａ」、「キャリア演習Ｂ」の履修を推奨している。 
また、「インターンシップ（学外研修）」及び「海外インターンシップ」を開講し、現実の企業活動

や公務に触れるという体験を通して、経済学を現実的に学ぶ機会を設けている。 
以上の共通教育科目に関して、卒業に要する単位は 40 単位以上である。 

 
２）専門教育科目 
専門教育科目には、学科基礎科目、学科共通科目等の科目群を配置している。また、コース制を採

用し、学生の希望進路・関心に応じて、4 つのコースの中から 2 年次に 1 つのコースを選択すること

としている。専門教育科目に関して、卒業に要する単位は 70 単位以上である。 
 
① 学科基礎科目 
学科基礎科目は、経済学と経営学、関連分野の法学における基礎知識の修得と諸問題への関心を高

めることを目的とした科目であり、これらは 1 年次に配当されている。「経済学基礎」と「経営学基
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礎」の 2 科目 4 単位を必修としている。学科基礎科目として、3 科目を開講している。 
 

②学科共通科目 
学科共通科目は、経済学関連と経済学の学修を補完する経営学関連の科目から構成している。これ

らは、コースにおける発展的学修の土台を形成するものであり、どのコースを選択する場合でも学修

することが望ましい科目である。6 科目 12 単位以上を選択必修としている。学科共通科目として、

18 科目を開講している。 
 
 上記の学科基礎科目、学科共通科目以外に、各種の科目区分を設定している。主な科目区分は、以

下のとおりである。 
 
③経済理論、経済史、経済学史 
これらの科目区分に配置される科目は、応用経済に関する学修や演習・卒業論文における専門研究

を進める上で必要な、経済理論・経済史・経済学史に関する専門知識を修得するための科目である。

経済理論科目として、「公共経済論」、「経済成長論」、「景気循環論」等の 9 科目、経済史科目として

「日本経済史Ⅰ」、「日本経済史Ⅱ」、「欧米経済史」等の 4 科目、経済学史科目として「経済学史Ⅰ」、

「経済学史Ⅱ」、「社会思想」の 3 科目を開講している。 
 
④経済政策、財政金融、社会政策 
これらの科目区分に配置される科目は、現代社会の経済活動に大きな影響を与えている、様々な経

済政策の必要性・目的及び実際に関する専門知識を修得するための科目である。経済政策科目として、

「経済政策論」、「農業経済論」、「地域経済」等の 18 科目、財政金融科目として「財政学（財政と制

度）」、「金融論Ⅰ」、「金融論Ⅱ」等の 8 科目、社会政策科目として「社会政策」、「社会保障」、「労働

経済学」の 3 科目を開講している。 
 
⑤国際経済 
この科目区分に配置される科目は、現代のグローバル経済社会における国際取引のメカニズム、世

界経済や各国・地域経済の実態に関する専門知識を修得するための科目である。国際経済科目として、

「国際経済学」、「世界経済論」、「アジア経済概論」等の 15 科目を開講している。 
 
⑥経営学、商学、会計学、経営情報 
これらの科目区分に配置される科目は、経営学関連の各分野に関する専門知識を修得するための科

目である。経営学科目として、「経営組織」、「経営管理論Ⅰ」、「経営管理論Ⅱ」等の 20 科目、商学科

目として、「マーケティング概論」、「流通産業論」、「市場戦略論」等の 27 科目、会計学科目として、

「初級簿記」、「財務会計」、「管理会計」等の 16 科目、経営情報科目として、「経営情報概論」、「情報

管理概論」、「e ビジネス論」等の 10 科目を開講している。 
 
⑦専門外国語 
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この科目区分に配置される科目は、グローバル経済や各国地域・経済の実態を理解するために必要

な英語・中国語・韓国語に関する能力を修得するための科目である。専門外国語科目として、

「Economic Issues in English Ⅰ」、「Economic Issues in English Ⅱ」、「中国経済事情」、「韓国経

済事情」等の 14 科目を開講している。 
 
⑧体験型学習 
この科目区分に配置される科目は、体験型学習を通じて現代経済の諸課題を実践的に学ぶための科

目である。体験型学習科目として、「地域フィールドスタディ」、「海外フィールドスタディ」等の 4
科目を開講している。 
 
⑨演習・卒業論文 
 この科目区分に配置される科目は、専門の研究テーマに基づく少人数の演習教育を行うための科目

である。2 年次に「演習ⅠＡ」、「演習ⅠＢ」、3 年次に「演習ⅡＡ」、「演習ⅡＢ」を配置し、履修を強

く推奨している。4 年次には、必修科目として「演習ⅢＡ」、「演習ⅢＢ」を配置している。また、難

関資格や大学院進学を目指す学生を対象として、経済理論等に関するより高度な内容を扱うアドバン

スト演習を設けている。 
 さらに、4 年次に「卒業論文」を配置し、「演習ⅢＡ」、「演習ⅢＢ」の担当教員が指導を行った上で、

4 年間の学修の集大成として卒業論文を提出することを推奨している。 
 
３）コースの設定 
経済学部経済学科では、以下の 4 つのコースを設定し、2 年次に選択することとしている。また、

各コースでの学修の中心となり、各コースに配置される各分野の基本的な理論や専門知識について学

修するためのコース基本科目を設けており、コース基本科目からは 20 単位以上を選択必修としてい

る。 
①総合政策コース 
 経済学の基礎的な知識や思考法を学修した上で、経済政策、社会政策といった各種政策の影響を学

ぶとともに、経済学的な観点から現実の諸課題を分析し、解決に取り組むことができる能力を身につ

けることを目標としたコースである。コース基本科目として、「財政学（経費と租税）」、「経済政策論

応用」、「環境経済学（政策）」等を開講している。 
 
②地域デザインコース 
 経済社会の問題に地域という視点からアプローチし、そこで生じている状況・課題を的確に捉え、

それらの解決に向けて必要な政策・方法を計画・実践していくことができる能力を身につけることを

目標としたコースである。コース基本科目として、「地域デザイン論Ⅰ」、「地域デザイン論Ⅱ」、「地

域生活と経済」等を開講している。 
 
③金融経済コース 
 銀行等の金融機関で働く際に求められる経済学の知識や経営学の基礎的な知識、各種契約にかかる
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法学の知識を総合学修することで、実社会で求められる金融経済の知識や能力を身につけることを目

標としたコースである。コース基本科目として、「金融政策論」、「地域金融論」、「国際金融概論」等

を開講している。 
 
④グローバル経済コース 
 経済学の基礎から体系的に国際経済・国際経営・貿易まで幅広い専門知識を学び、グローバル社会

における企業活動の課題に加え、環境問題や貧困など、様々な問題を見極め、解決策を見出すことが

できる能力を身につけることを目標としたコースである。コース基本科目として、「ヨーロッパ経済

論」、「アメリカ経済論」、「開発経済論」等を開講している。 
 
４）収容定員増に伴う科目の新設 
経済学部経済学科においては、現在実施されている以上のような教育課程を基礎とした上で、平成

31 年 4 月の収容定員増にあたり経済理論科目及び経済政策科目等の充実を図ることとし、経済学研

究の 近の動向も踏まえ、「ゲーム理論」、「企業経済論」、「行動経済学」、「資源・エネルギー経済論」、

「ファイナンス論」という 5 科目の専門教育科目を新規開設する。科目の概要と新規開設の趣旨は、

以下のとおりである。 
・「ゲーム理論」 

個人、企業や政府の戦略的行動について学修する。競合関係にある個人や企業の行動、政府の貿易

政策や環境政策に関する国際協定の締結といった戦略的意思決定の分析を取り扱う。 
・「企業経済論」 

企業の組織や戦略に関して経済学的アプローチで学修する。企業の組織における契約交渉や、生産

量・価格・投資等の決定に関する分析に応用される。 
・「行動経済学」 

これまでの経済学が前提としていた合理的経済人の仮定に対して、個人の心理・感情の側面を考慮

に入れた経済行動について学修する。個人の非合理な行動を前提とした上で、政府の目標を実現する

ための政策分析・立案に応用される。 
・「資源・エネルギー経済論」 

地球温暖化が問題となっている中で、持続可能な社会を築いていく上で重要とされている、限りあ

る資源・エネルギーの有効な活用や再生可能エネルギーの開発について経済学の視点から学修する。 
・「ファイナンス論」 

近年は FinTech に代表される金融・IT 融合の動きが世界的規模で進展し、金融業や金融市場に変

革をもたらしつつある。このような金融・資本市場の現状について理解した上で、投資の意思決定や

企業価値評価について学修する。 
 
これら 5 科目を教育課程に追加することにより、まず、ゲーム理論や行動経済学といった経済学研

究の 近の動向を踏まえ、より現実の個人・企業・政府の行動に即した経済学的分析が可能となる。

特に、2017 年度には行動経済学研究の権威であるリチャード・セイラー教授がノーベル経済学賞を

受賞し、今後はさらに行動経済学が経済学の分野で活用されるものと考えられている。 



13 
 

また、地球温暖化をはじめとする環境問題や資源・エネルギー問題の深刻化、先進各国を中心とし

た金融資産の規模の拡大と金融技術の進歩による金融・資本市場の発達といった社会経済状況の変化

を的確に捉える必要がある。そのために必要な専門知識を修得する科目を受講することにより、学生

の社会認識を深め、さらなる知的成長を促すことが可能になると考えている。 
 
以上に述べた、本学経済学部経済学科の教育課程の概要・特色及び収容定員増にあたっての変更内

容は、社会からのニーズ、多様で幅広い学生のニーズに応え、経済学部経済学科の教育目的を実現す

るために適切な内容であり、変更前の内容と比較して、これまで以上に経済学の特性を反映した教育

を展開できるものと考える。さらに、経済学研究の動向や社会経済状況の変化に対応して、今後も継

続的に教育課程の充実改善を図っていく。 
 
（２）教育方法及び履修指導方法の変更内容について 
①教育方法 
本学では、学修における学生の主体性・能動性を引き出すため、フィールドワークや経営実践、イ

ンターンシップ及びグループ学修等のアクティブ・ラーニングを積極的に取り入れてきた。 
また、少人数・双方向型を重視した教育の中心として、4 年間一貫ゼミナール制度を採用し、1 ゼ

ミあたりの学生数は、概ね 20 人以下としてきた。講義科目においても、クラスサイズの適正化に努

めてきた。さらに、双方向型の教育を効果的に実施するため、アクティブ・ラーニング教室など様々

なタイプの教室を設置し、ICT を活用した教育環境を整備してきた。 
収容定員変更が認可され、学生数が増加しても、引き続き、演習の規模は 20 人程度を原則とし、

多くの講義を 99 人以下で開講する。本学では、教育の特色であるアクティブ・ラーニング、少人数・

双方向型の教育方法を徹底して実施し、教育効果を高めるために、八尾駅前キャンパスでは 99 人以

下の教室規模を採用している。これによって、社会科学系大学における少人数教育にふさわしい規模

の維持に努める。 
また、本学では上記のような、アクティブ・ラーニング、少人数・双方向型の教育を実施する上で、

教育方法の検討や新たな教材の開発をはじめとして FD 活動を積極的に推進しており、こうした取り

組みについても引き続き充実を図る。 
 
②履修指導方法 
学生への履修指導については、各年次の演習担当教員が中心となって、授業や個別指導を通じて行

われている。1 年次学生に対しては、入学後にオリエンテーション等を実施し、教育課程や 4 年間の

学修の流れを説明することで、履修指導を徹底している。その後も各年次の演習担当教員がコースに

則して適切な履修指導を行う。 
単位制度の実質化を目指した履修システムとして、履修制限単位数（年間履修上限 48 単位、学期

履修上限 26 単位）の設定や GPA 制度を導入している。また、本学ではセメスター制度が導入されて

おり、学生は、セメスターごとに履修登録を行ってきた。その際、学部毎の履修ガイダンスや演習担

当教員と教務部による履修指導を実施するなど、学生一人ひとりに対応した履修指導、相談体制を整

備してきた。 
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収容定員変更が認可され、学生数が増加しても、これらの履修指導方法を継続させるとともに、学

生の学修状況の履歴と学修成果の蓄積などを行うシステムである学修ポートフォリオを活用し、学生

一人ひとりの状況に応じた履修指導、学修相談体制をさらに充実させていく。 
以上から、教育方法及び履修指導方法については、変更前の内容と比較して、同等以上の内容が担

保されている。 
 
（３）教員組織の変更内容について 
経済学部経済学科の専任教員数は、平成 29 年度において 13 人（うち教授 8 人）であるが、平成 3

1 年 4 月の収容定員増に対応するため、平成 30 年度から新規採用等を行い、16 人（うち教授 9 人）

をもって構成する。これによって、収容定員 800 人の場合に大学設置基準に定める専任教員数 14 人

（うち教授 7 人）を上回る教員数となる。 
 経済学部経済学科の専任教員 16 人のうち 14 人が博士学位を有し、博士学位保有率が極めて高く（8
7.5％）、また 6 人が大学院における研究指導の経験を有している。よって、各担当科目において十

分な研究実績を有する教員が配置される。 
 16 人の教員組織は、経済理論分野 5 人、経済史分野 2 人、経済政策分野 7 人、国際経済分野 2 人

で構成され、経済学部経済学科の教育目標の実現に向けた主要科目は専任教員が担当し、学生の教育

に専任教員が責任をもつ体制を整備する。 
 以上により、経済学部経済学科の教員組織は、変更前と比較して、同等以上の内容が担保されてい

る。 
 
 
２．経営学部経営学科について（平成 30 年 4 月設置届出予定） 
 
（１）教育課程の変更内容について 
新設する経営学部経営学科の教育課程は、共通教育科目と専門教育科目で編成する。 
 

１）共通教育科目 
共通教育科目は、改組転換前の経済学部経営学科と比較して大きな変更は生じないが、後述するよ

うに、経済学部経営学科において共通教育科目として開講されていた、１年次演習科目である「大学

演習Ａ」、「大学演習Ｂ」は「基礎演習Ａ」、「基礎演習Ｂ」と名称を改め専門教育科目とするとともに、

キャリア形成科目についても専門教育科目として開講する。 
 

２）専門教育科目 
専門教育科目については、改組転換前と比較して、学科基礎科目を専門基礎科目に、学科共通科目

を専門共通科目に改めるほか、経済理論、経済政策等の科目区分を廃止し、新たに経済学の科目区分

を設ける。また、専門外国語に関する科目区分の名称をビジネス英語に変更する。1 年次演習科目及

びキャリア形成科目に関しては、改組転換前は共通教育科目に配置されていたが、経営学部経営学科

では専門教育科目として位置付ける。 
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①専門基礎科目 
この科目区分に設置される科目は、経営学部の学修の柱となる経営学、商学、会計学及び経営情

報の基礎知識を修得するための科目であり、これらは 1 年次に配当され、「経営学基礎」、「会計学

基礎」の 2 科目 4 単位は必修とする。 
②専門共通科目 
この科目区分に設置される科目は、経営に関する専門領域である経営学・商学・会計学・経営情

報に加え、隣接分野、関連分野等である統計学・体験型学習・ビジネス英語・経済学・法学につい

ての学修を通して専門性を修得するための科目であり、所属するコースに関わらず学修しておくべ

き科目群である。専門共通科目からは 20 単位以上を選択必修とする。専門共通科目として、26 科

目を開講する。 
③経営学 
この科目区分に配置される科目は、経営に関する専門領域である経営学についての理論的・実践

的な理解を通して専門性を修得するための科目である。経営学科目として、「生産管理論Ⅰ」、「生

産管理論Ⅱ」、「企業形態論」等の 17 科目を開講する。 
④商学 

  この科目区分に配置される科目は、経営に関する専門領域である商学についての理論的・実践的

な理解を通して専門性を修得するための科目である。商学科目として、「流通産業論」、「流通シス

テム論」、「マーケティングリサーチ」等の 28 科目を開講する。 
 ⑤会計学 
  この科目区分に配置される科目は、経営に関する専門領域である会計学についての理論的・実践

的な理解を通して専門性を修得するための科目である。会計学科目として、「中級簿記」、「工業簿

記」、「財務会計論」等の 14 科目を開講する。 
 ⑥経営情報 
  この科目区分に配置される科目は、経営に関する専門領域である経営情報についての理論的・実

践的な理解を通して専門性を修得するための科目である。経営情報科目として、「情報処理論Ⅰ」、

「情報処理論Ⅱ」等の 4 科目を開講する。 
 ⑦体験型学習 
  この科目区分に配置される科目は、体験型学習を通じて現代ビジネスの諸課題を実践的に学ぶた

めの科目である。体験型学習科目として、「海外フィールドスタディ」を開講する。 
 ⑧ビジネス英語 
  この科目区分に配置される科目は、ビジネスにおいて必要な英語能力を修得するための科目であ

る。ビジネス英語科目として、「Practical Business English Ⅰ」、「Practical Business English Ⅱ」

等の 9 科目を開講する。 
 ⑨経済学 
  この科目区分に配置される科目は、経営学の隣接分野である経済学についての学修を通して、経

営学を学ぶ上で欠かすことのできない経済学に関する知識を修得するための科目である。経済学科

目として、「日本経済論Ⅰ」、「日本経済論Ⅱ」、「世界経済論」の 3 科目を開講する。 
 ⑩法学 
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  この科目区分に配置される科目は、経営学の関連分野である法学についての学修を通して、経営

学を学ぶ上で欠かすことのできない法学に関する知識を修得するための科目である。法学科目とし

て、「ビジネス取引法」、「ビジネス金融法」、「企業法」等の 9 科目を開講する。 
 ⑪演習・卒業論文 
 経営学部経営学科の教育課程の特色の一つは、少人数演習教育の重視にある。1 年次には大学で

の学修の基礎を身に付けるために、専門教育科目である「基礎演習Ａ」、「基礎演習Ｂ」を配置し、

履修を強く推奨する。2 年次・3 年次には専門演習、アドバンスト演習を配置し、いずれかの履修

を強く推奨する。一部の専門演習やアドバンスト演習においては、体験型学習を取り入れて運営が

行われる。さらに、4 年次においては「卒業研究Ａ」、「卒業研究Ｂ」を必修科目として配置してい

る。加えて、専門学修の集大成として「卒業論文」を配置し、「卒業研究Ａ」、「卒業研究Ｂ」の担

当教員が本格的な論文作成指導を行い、卒業論文の提出を推奨する。 
 ⑫キャリア形成科目 

経営学部経営学科の特性に基づき、ビジネス現場において効果的となるキャリア教育を初年次よ

り展開し、ビジネスにおける専門性を高めたキャリア形成に関する知識を修得するため、キャリア

形成科目を専門教育科目として開講する。経営学部生として身につけるべきビジネスキャリアの知

識を修得するため、1 年次には「ビジネスキャリア基礎Ａ」、「ビジネスキャリア基礎Ｂ」等の科目

を開講し、履修を強く推奨する。また、2 年次には「ビジネスキャリア研究Ａ」、「ビジネスキャリ

ア研究Ｂ」を、3 年次には「ビジネスキャリア実践Ａ」、「ビジネスキャリア実践Ｂ」の履修を推奨

する。 
また、「インターンシップⅠ」、「インターンシップⅡ」、「インターンシップⅢ」、「インターンシ

ップⅣ」、または「海外インターンシップ」のうち、2 単位を選択必修として設定し、現実の企業活

動に触れる機会を積極的に保つことにより、経営事象そのものの体験を通して、現実的に学ぶ機会

を設けている。 
 
３）コースの設定 
 経済学部経営学科では、学生が将来の進路を意識しつつ、知識と技能を修得できるよう、コース制

による教育課程の編成を重視してきた。新設の経営学部経営学科では、経営学部経営学科としての共

通の教育課程を履修した上で、将来の進路や関心に合わせて専門科目を体系的に履修できるよう、「ビ

ジネスデザインコース」、「組織・人材マネジメントコース」、「企画マーケティングコース」、「会計専

門職コース」の4コースを設置する。 
また、各コースでの学修の中心となり、各コースに配置される各分野の基本的な理論や専門知識に

ついて学修するためのコース基本科目を設定する。コース基本科目からは 20 単位以上を選択必修と

する。 
 
①ビジネスデザインコース 
本コースでは、今日の経営環境において求められている経営管理・戦略の知識を体系的に学び、企

業や社会が求める問題解決能力を備えた人材を養成する。学修を通して、コーポレートガバナンスの

考え方、イノベーションの原理、経営計画の策定、組織の機能、そして管理職に必要な能力などへの
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理解を深めるとともに、経営学的思考を修得するため、コース基本科目として、「経営工学概論」、「経

営倫理論」、「ベンチャービジネス論」等を開講する。 
 
②組織・人材マネジメントコース 
本コースでは、企業の内部組織の仕組みや、企業経営において柱となる人的資源の開発について体

系的に学び、企業や社会が求める問題解決能力を備えた人材を養成する。学修を通して、組織の機能、

管理職に必要な能力などへの理解を深めるとともに、心理学に基づく分析や組織をまとめるリーダー

としての視点も学修し、組織を動かす人材としての素養も養うため、コース基本科目として、「企業

形態論」、「経営心理学」、「経営倫理論」、「企業コンプライアンスとリスク管理」等を開講する。 
 

 ③企画マーケティングコース 
本コースでは、マーケティング、流通システム、消費者行動・心理を中心に学び、営業力と企画力

をもった人材を養成する。学修を通して、商品を販売するための仕組み（市場調査・商品企画・開発、

プロモーション、販売ルート、消費者行動、広告心理など）やインターネット時代にふさわしいマー

ケティングを理解し、実践する能力を育成するため、コース基本科目として、「製品開発論」、「マー

ケティングリサーチ」、「広告心理論」等を開講する。 
 
④会計専門職コース 
本コースでは、公認会計士・税理士などの高度会計専門職、ならびに企業で経理・原価管理・利益

管理・経営企画等を担当できる会計知識と実務的なスキルを備えた人材を養成する。学修を通して、

会計専門職に必要な会計知識及び経営学・商学を軸に経理・財務にかかわる実務能力を育成するため、

コース基本科目として、「財務会計論」、「管理会計論」、「監査論」等を開講する。 
 
 以上により、経営学部経営学科の教育課程は、改組転換前の内容と比較して、同等以上の内容が担

保されている。なお、経営学部経営学科の設置に係る収容定員増に伴い、語学など一部の共通教育科

目の履修者数が増加するが、履修者数に応じてクラスの増設を行うことで対応するため、他学部学生

の履修に特段の影響を与えることはない。 
   
（２） 教育方法及び履修指導方法の変更内容について 
①教育方法 
 教育方法について、まず、改組転換前の経済学部経営学科において特色としている少人数・双方向

型教育を中心とする。少人数教育を通じて、教員と学生、学生同士の学問的接触と人格的交流を活発

に展開し、専門の基礎・発展の教育、キャリア教育と就職支援まで、4 年間の学士課程教育全体を通

して丁寧な教育を実施する。各講義では、授業の内容や方法に応じて ICT を活用して双方向型授業を

積極的に取り入れ、実践的な力を育成する。また、学修到達目標をシラバス及び初回授業で明確に示

したうえで講義を進めるほか、授業外の事前・事後の学修等についてもシラバス等で明示することで、

学生の主体的な学修を促す。このような双方向型教育を徹底するために、専門教育科目の多くが開講

される八尾駅前キャンパスの講義室の 大収容人数を 99 人以下にし、充実した ICT 環境を整備して
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いる。 
演習では、講義科目で修得した知識や理論を用いて、現代の企業経営における諸問題について考察

することで、それらの問題を発見・理解し、解決できる基礎的な能力を身につけさせる。演習の規模

は 20 人程度を原則として、少人数クラスでの対話を重視し、グループワークやプレゼンテーション

を行うことができる教室設備・備品を整えている。 
学修における主体性・能動性を引き出すため、学内での授業にとどまらない学外での体験学修を、

改組前よりも積極的に取り入れる。また PBL を取り入れ、社会人との協働や、異学年交流等、多彩

な能動的学修を提供する。 
次に、共通教育科目と専門教育科目の配当年次について、共通教育科目については、「視聴覚英語」、

「英語表現」などの外国語科目は 1 年次に配置するとともに、大学で必要とされる日本語の基礎知識

及び文章表現力の修得を目標とする「文章表現入門」、将来のキャリアを切り開く上で必要となる「数

的処理ⅠＡ」、「数的処理ⅠＢ」、基礎的な体力の向上と健康の増進を図る「基礎体育Ａ」、「基礎体育

Ｂ」は、特に 1 年次に履修することが望ましいことから、1 年次に配当する。また、情報、環境、健

康等に関する科目で、発展的な内容を扱う科目は 2 年次以降に配当する。専門教育科目については、

専門基礎科目のうち「経営学基礎」、「会計学基礎」の 2 科目 4 単位は必修とし、これにより、1 年次

において、経営学部生に必要な入門知識を教授することができる。専門共通科目においては、各コー

スに共通する知識の修得を目的とした科目を設定し、複合的に専門学修を行うとともに、基礎から発

展という段階的な学修を可能とする。なお、専門共通科目において、専門基礎科目に続いて早期に学

修しておくことが望ましい科目や、科目群の中における基本的な知識及び技能について学修させる科

目は 1 年次もしくは 1・2 年次配当とし、より発展的な内容を扱う科目を 2・3 年次もしくは 2・3・4
年次配当とする。 

 
②履修指導方法 
 学生への履修指導については、改組転換前の経済学部経営学科と同様に、各年次の演習担当教員が

中心となり、授業や個別指導を通じた履修指導を行う。 
1 年次学生に対しては、入学後にオリエンテーション等を実施し、教育課程や 4 年間の学修の流れ

を説明することで履修指導を徹底する。その後も各年次の演習担当教員が履修モデルなどに則して学

修の流れに沿った適切な履修が行われるように指導する。さらに、適宜、履修ガイダンスを実施する

とともに、教務部において個別相談を受け付け、履修指導を行う。 
各年次の演習担当教員は、個々の学生の指導にあたり、学期ごとの面談指導等を通して、補充的な

学修や発展的学修など学生の状況に応じた指導を実施している。 
 演習担当教員による指導やアドバイスは、授業中に加えて、オフィスアワーを通しても実施してい

る。オフィスアワーは、専任教員が指定の時間帯を定め、図書館内にあるラーニング・コモンズ、相

談ラウンジ等において、学修内容や進路等についての質問や相談を受け付けている。 
 
 以上により、経営学部経営学科の教育方法及び履修指導方法については、改組転換前の内容と比較

して、同等以上の内容が担保されている。 
 なお、経済学部経営学科を経営学部経営学科に改組転換し収容定員を増加させるに伴って、他学
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部・教養部の教育方法及び履修指導方法に変更が生じることはない。 
 
（３）教員組織の変更内容について 
改組転換により設置する経営学部経営学科の教員組織は、基礎となる経済学部経営学科からの移籍

が 14 人（うち 4 人は経営学部経営学科設置に備えた平成 30 年 4 月新規採用者）、経済学部経済学

科からの移籍が 1 人、新規採用が 1 人の計 16 人（うち教授 9 人）で構成し、収容定員 800 人の場合

に大学設置基準に定める専任教員数 14 人（うち教授 7 人）を上回る教員数となる。 
 経営学部経営学科の専任教員 16人のうち 10人が博士学位を有し、博士学位保有率が高く（62.5％）、

また 5 人が大学院における研究指導の経験を有している。よって、各担当科目において十分な研究実

績を有する教員が配置される。 
 16 人の教員組織は、経営学分野 6 人、商学分野 6 人、会計学分野 4 人で構成され、経営学部経営

学科の教育目標の実現に向けた主要科目は専任教員が担当し、学生の教育に専任教員が責任をもつ体

制を整備する。 
 以上により、経営学部経営学科の教員組織は、改組転換前の経済学部経営学科と比較して、同等以

上の内容が担保されている。 
 なお、既述のように、経済学部経済学科から教授１人が経営学部経営学科に移籍するが、経済学部

経済学科においても新規採用等により専任教員数を増加させることから移籍による特段の影響はな

い。 
 
 
３．大学全体の施設・設備の変更内容について 

 
本学は、大阪府八尾市にある花岡キャンパスと八尾駅前キャンパスの 2 つのキャンパスに教育研究

の拠点を置いている。花岡キャンパスは、大阪平野を見下ろせる信貴山・生駒山の麓にあり、緑豊か

な自然に恵まれており、学生が豊かな人間性を涵養できる環境となっている。この花岡キャンパスで

は、1・2 年次の共通教育科目及び 1・2 年次の専門教育科目を中心とした正課授業や課外活動が展開

されている。一方、八尾駅前キャンパスは、八尾市街の中心に位置し、近鉄八尾駅から徒歩 5 分の好

立地で 22 時まで開校しており、学生が存分に学修や研究に打ち込める環境となっている。この八尾

駅前キャンパスでは、2 年次の一部専門教育科目と、3・4 年次の専門教育科目を中心とした正課授業

や各種資格講座が展開されている。両キャンパス間は、無料のスクールバスにより約 20 分で移動可

能であり、両キャンパスを一体として活用することによって、それぞれの特性を生かした教育研究活

動を実施している。 
 
（１）校地、運動場の整備 

本学は、校地面積 84,538.8 ㎡（花岡キャンパス 66,187.8 ㎡、八尾駅前キャンパス 2,721.0 ㎡、富

田林グラウンド 15,630.0 ㎡）を有しており、大学設置基準上必要な校地面積（32,000.0 ㎡）は十分

に確保されている。 
 運動場として、花岡キャンパスにグラウンド（4,326.5 ㎡）が整備されており、学部の正課の体育
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授業や課外活動で使用している。花岡キャンパスには、この他にテニスコートや弓道場、アーチェリ

ー場が整備されている。また、花岡キャンパスからスクールバスで約 40 分の距離にある富田林市に

は、野球場・サッカーグラウンドが整備されており、学生の様々な競技へのニーズに対応している。 
学生が利用する適度な休息地として、花岡キャンパスには、開放された芝生エリアが広がっており、

所々に休憩スペースが設けられ、また、緑の中のパーゴラで休憩ができる庭園などが整備されている。

また、八尾駅前キャンパスには、デッキテラスのほか、建物内に学生プラザ等が設置されている。 
 
（２）校舎等施設の整備 
 本学は、校舎面積 34,158.4 ㎡（花岡キャンパス 26,236.9 ㎡、八尾駅前キャンパス 7,921.5 ㎡）を

有しており、大学設置基準上必要な校舎面積（16,328.2 ㎡）は十分に確保されている。 
 花岡キャンパスには、講義室 16 室（収容人数 99 人以下 6 室、収容人数 100 人～150 人以下 8 室、

収容人数 200 人以上 2 室）、演習室 21 室（すべて収容人数 30 人以下）、実験・実習室 2 室、情報処

理学修施設 3 室、語学学修施設 20 室（すべて収容人数 30 人～45 人以下）が設置されており、十分

な教室が整備されている。また、研究室 96 室、学長室、会議室、事務室、図書館、医務室、学生自

習室、院生研究室、学生控室、食堂、体育館、クラブハウス、文化会館、講堂等が整備されており、

教育研究や学生生活に必要なことはキャンパス内でまかなえるようになっている。E 号館における花

岡アクティブラーニング・スタジオの設置をはじめとして、双方向・対話型教育の展開に対応し、講

義室において可動机・イスの設置や視聴覚設備の標準化を順次進めており、教育環境の充実を図って

いる。また、図書館 2 階フロアは、平成 25 年度にラーニング・コモンズとして整備し、予習・復習

など、学生の主体的な学修等を促す空間となっている。 
八尾駅前キャンパスには、講義室 11 室、演習室 20 室、実験・実習室 1 室、情報処理学修施設 1

室、専任教員室、学長室、会議室、事務室、図書館、医務室、学生自習室、学生控室、食堂、多目的

室、相談室などが整備されている。八尾駅前キャンパスは、全館無線 LAN 設備の整備やすべての演

習室への電子黒板機能付きプロジェクター、一人掛可動机・イスの設置、学生証での入退室管理シス

テムの導入など、充実した設備を備えた演習室となっている。また、アクティブ・ラーニング教室や

プレゼンテーション教室などの各種教室の設置とともに、講義室について 大収容人数を 99 人以下

に設定し、プロジェクター・スクリーンを備えることで、少人数・双方向対話型の教育が徹底できる

教室環境になっている。 
上記のような教育環境を整備し、本学の校舎面積が、大学設置基準上必要な面積の約 2 倍以上を有

していることから、経済学部経済学科の入学定員を 160 人から 200 人に増やし、経済学部経営学科

（入学定員 160 人）を経営学部経営学科（入学定員 200 人）に改組転換しても、教育研究上の支障

が生じることはない。 
また、本学は、外国人留学生用の学生寮を 2 棟所有しており、平成 29 年 5 月 1 日現在在籍する留

学生 563 人（全在学生の約 18％）のうち約 100 人が入居している。この留学生寮においては、日本

人学生との交流が活発に行われており、日常的に異文化コミュニケーションを図ることのできる施設

として整備されている。 
 経済学部経済学科、経営学部経営学科は、花岡キャンパスでは 1・2 年次に履修推奨する科目を中

心に開講し、八尾駅前キャンパスでは 3・4 年次に履修推奨する科目を中心に開講する予定である。
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専任教員研究室は、花岡キャンパスに設置されており、専任教員は、八尾駅前キャンパスと花岡キャ

ンパスの間を移動することとなる。両キャンパスは、スクールバスを利用し、約 20 分で移動できる

近距離にある。両キャンパス間のスクールバスは、8 時台から 22 時台まで、1 日 90 便程度運行され

ている。また、教職員専用シャトルバスが、1 日 8 便、花岡キャンパスの教員研究室が設置されてい

る本部棟前から八尾駅前キャンパスまで、ドア・ツー・ドアで運行されている。このように、教員は、

両キャンパス間を不便なく移動することができる。さらに、時間割設定においても、教員のキャンパ

ス間移動は、十分に配慮している。 
 八尾駅前キャンパスには、共同の専任教員室が設置され、教員の個人ロッカーや、キャレル付のデ

スク、コピー機、ノートパソコン等が設置されており、授業の準備を十分に行うことができる。また、

学生の個別指導にあたることのできるスペースも十分に確保されている。 
なお、備品については、既設他学部との共用を基本としながらも、経済学部経済学科収容定員増・

経営学部経営学科開設時までに、演習室・講義室に一人掛可動机・イス、視聴覚機器等の各種備品を

追加配備し、アクティブ・ラーニングに適した設備機器を一層拡充することにより、両学部の教育研

究上の目的に沿った教室環境の充実を図る。また、開設後は、毎年度、教員、学生からの要望及び利

用の実態等を考慮しつつ、継続的に整備を図ることとする。 
 以上により、大学全体の施設・設備について、変更前の内容と比較して同等以上の内容が担保され

ている。 
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