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2012年3⽉21⽇
「教育GP「コア6」 最初の2年を終えて」を公開しました。

2011年2⽉8⽇
⽂部科学省GPシンポジウム
「⼤学教育の質保証に向けた1・2年次教育のあり⽅」のレポ
ートを掲載しました。

2010年12⽉4⽇
⽂部科学省GPシンポジウム
「⼤学教育の質保証に向けた1・2年次教育のあり⽅」を開催
しました。

2010年11⽉16⽇
2010年12⽉4⽇ ⽂部科学省ＧＰシンポジウム
「⼤学教育の質保証に向けた1・2年次教育のあり⽅」を開催
します。

2010年11⽉16⽇
コア6プロジェクトストーリー［第2部］を公開しました。

2010年9⽉1⽇
コア6プロジェクトストーリー［第1部］を公開しました。

2010年3⽉24⽇
本サイトを公開しました。
随時情報を更新していく予定です。

本取組（経済学コア6の形成と2年次の学習達成基準）の概要
について説明します。

取組の概要について詳しく⾒る

⽂部科学省は、⼤学等の取組の中から優れたものを選び⽀援
することで、⼤学教育改⾰を進めています。この優れた取組
をGood Practice、略して「GP」と呼んでいます。GP事業の
ひとつである平成21年「⼤学教育・学⽣⽀援推進事業【テー
マA】⼤学教育推進プログラム」は、学⼠⼒の確保や教育⼒
向上のための取組の中から、達成⽬標が明確で効果が⾒込ま
れるものを選定し、広く社会に情報提供するとともに、重点
的な財政⽀援を⾏うものです。
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この取組について

取組の概要

取組の背景

解決すべき課題

コア6に基づく⾃学⾃習

スケジュール

関連する取組について

HOME  この取組について

本取組（経済学コア6の形成と2年次の学習達成基準）の概要につ
いて説明します。

取組の概要について詳しく⾒る

本取組（経済学コア6の形成と2年次の学習達成基準）の背景につ
いて説明します。

取組の背景について詳しく⾒る

本取組（経済学コア6の形成と2年次の学習達成基準）で解決すべ
き課題について説明します。

解決すべき課題について詳しく⾒る

コア6に基づく⾃学⾃習について説明します。

コア6に基づく⾃学⾃習について詳しく⾒る

本取組（経済学コア6の形成と2年次の学習達成基準）のスケジュ
ールについて説明します。

スケジュールについて詳しく⾒る

この取組を導⼊するきっかけとなった特⾊GP（特⾊ある⼤学教育
⽀援プログラム）について説明します。

関連する取組について詳しく⾒る

⼤学・短期⼤学・⾼等専⾨学校等が実施する教育改⾰の取組の中から、優れたものを選び、⽀援・情報提供を⾏うことにより、他の⼤学
等が選ばれた取組を参考にしながら、教育改⾰に取り組むことを促進し、⼤学教育改⾰をすすめています。この「優れた取組」を「Good
Practice」と呼び、この⾔葉を略して、「GP」と呼んでいます。

■関連ページ

⼤学教育の充実－Good Practice－（⽂部科学省サイト内）
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この取組について

取組の概要

取組の背景

解決すべき課題

コア6に基づく⾃学⾃習

スケジュール

関連する取組について

HOME  この取組について  取組の概要

クロスメディアを⽤いた課題への取組  取組の体制  取組の評価体制と評価⽅法

経済学部⽣が2年次までに学ぶ知識群を6つの分野「コア6」として再構成し、クロスメディアを⽤いて知識の体系的理解と定着を図りま
す。コア6より毎⽉課題提出を提⽰し、2年次終了時までに全員が基準を達成することを⽬標とします。コア6の学習状況や到達度は個⼈
別に可視化され、学⽣のやる気を引き出し、達成感を体感できます。

関連ページ

キャンパスコミュニケーションシステム（CCS）ページ
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このページの先頭へ

課題を解決させるための取組体制は以下のとおりです。

このページの先頭へ

取組の評価体制と評価⽅法は以下のとおりです。

このページの先頭へ
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この取組について

取組の概要

取組の背景

解決すべき課題

コア6に基づく⾃学⾃習

スケジュール

関連する取組について

HOME  この取組について  取組の背景

経済学部の教育理念を実現し、学⼠⼒を育成するために、「課題発⾒・解決型の能⼒」が重要となっています。本取組で、学⼠⼒を養成
するのに必要な基盤作りを2年次終了時までに⽬指します。

■経済学部の教育理念

経済社会の基本的知識と実際的な課題解決能⼒を⾝につけた社会貢献できる⼈材の育成

このページの先頭へ
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この取組について

取組の概要

取組の背景

解決すべき課題

コア6に基づく⾃学⾃習

スケジュール

関連する取組について

HOME  この取組について  解決すべき課題

この⼤学教育改⾰を進めるにあたり、学内における現状の課題を抽出しました。

⽬的・⽬標

【学⽣】
主体的学習習慣の確⽴
科⽬間の知識を体系的に理解する
2年次までの基礎的知識の定着
他者との協働意識とチーム意識の醸成

【教員】
組織的教育⼒の強化（FDの推進）
学⽣の理解度の定量的な把握
学⽣に合わせた適切な助⾔・激励

【システム】
⽬標と到達度・弱点を判別=可視化
クロスメディアによる学習の時空間の拡張
継続的に学習できる動機付け

【達成⽬標】
「学⼠⼒」育成の基盤形成
全2年⽣の学部基準の到達
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この取組について

取組の概要

取組の背景

解決すべき課題

コア6に基づく⾃学⾃習

スケジュール

関連する取組について

HOME  この取組について  コア6に基づく⾃学⾃習

1. 2年次までに学ぶ基礎的知識は、6つの領域（コア6）の⾃学⾃習コンテンツ群にまと
められています。

2. 1年次〜2年次の20ヶ⽉間、毎⽉「今⽉の課題」を与え、その課題に則したコンテン
ツ群がC1〜C6からそれぞれ10題出題されます。

3. 各コアで全問クリアする毎に0.5ポイントが加算され、全ての課題をこなした学⽣
は、20ヵ⽉後に10ポイントに到達します。

4. 7.5ポイントを到達基準とします。

CSSと⾃学⾃習システムについて説明します。
※CSS（キャンパス・コミュニケーション・システム）とは、学⽣・教員・事務局を繋ぐ学⽣⽀援のためのネットワークです。パソコンや携帯電話を通じて、択⼀式
問題による⾃学⾃習・講義情報の参照・課題提出などに幅広く活⽤されています。
CSSに関する詳細は下記ページをご確認ください。

キャンパスコミュニケーションシステム（CCS）ページ
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この取組について

取組の概要

取組の背景

解決すべき課題

コア6に基づく⾃学⾃習

スケジュール

関連する取組について

HOME  この取組について  スケジュール

平成21年度準備 『経済学部⽣のための基礎知識300題』の配布
コンテンツの⾒直し（WGによる編集と整理）
動画クリップの準備
システムの「⾒える化」改編

平成22年度本格実施 新⼊⽣を対象に2年間の取組みをスタート
2年間の学習計画と「コア6」の説明
2年間の学習計画と「コア6」の説明
キーワード検索の強化
動画⽤クリップの作成・搭載
学習履歴データを修学改善ガイダンス等に利⽤

平成23年度成果 所属学科の到達基準のクリアを⽀援
到達状況を多⾯的（学科別・アドバイザ別・GPA別）に表⽰
「コア6」の全分野を修了した学⽣に修了証の授与
『経済学部⽣のための基礎知識300題』の再編集（加筆・修正）

全体スケジュール

全体スケジュールは下記のとおりです。平成22年度から2年間を1クールとする取組スケジュールとなります。

詳細スケジュール

CSSと⾃学⾃習システムについて説明します。
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この取組について

取組の概要

取組の背景

解決すべき課題

コア6に基づく⾃学⾃習

スケジュール

関連する取組について

HOME  この取組について  関連する取組について

「特⾊ある⼤学教育⽀援プログラム（特⾊GP）」は、各⼤学、短期⼤学で実績をあげている教育⽅法や教育課程の⼯夫改善など学⽣教育
の質の向上をめざす取組の中から、国公私を通して特⾊ある優れた取組を選び、サポートします。また、選ばれた取組を社会に広く情報
提供し、⾼等教育全体の活性化を促しています。

■関連ページ

特⾊GP ⾃学⾃習システム「経済学基礎知識1000題」

特⾊ある⼤学教育⽀援プログラム（特⾊GP）
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事例紹介

新機能紹介

携帯版コア6+紹介

HOME  事例紹介

学⽣がより、⾃発的かつ継続的利⽤できるように新機能を追加しました 。
詳細をご紹介しています。
新機能紹介 ｜ 携帯版コア6+紹介｜

実際の画⾯では、成績や問題以外にも、『 分野別習熟度』 や、『 先⽣からのコメント』 など様々な情報を確認することができます。

「学⽣トップ画⾯」では、現在の状況を確認することができます。『今⽉のテーマ』や、『これまでの成果』が⼀⽬でわかり、
学⽣の意欲を出すための様々な⼯夫がされています。

※画⾯はイメージです。実際と異なる場合があります。

…毎⽉学習するテーマが表⽰されます。

…これまでの学習状況や到達度がわかりやすくアイコンで表⽰されます。
いつでも過去のテーマに戻って復習・学習することができます。

…授業の履修状況（取得単位状況）とGPA評価が表⽰され、⾃分の取得単位数・成績推移を把握することができます。

…コア6で獲得したポイント累計、学部平均、学部基準が表⽰されます。
各テーマの6分野の設問を修了、かつコメントを提出することによってポイントが付与されます。

…学⽣の学習状況、到達度、取り組みに対して、教員からのコメントが記⼊されます。

■動画で解説︕

実際に学⽣が利⽤している所を紹介します。
どのように取り組んでいるのかを⾒てみましょう。
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http://www.ngu.jp/gp/introduction/new_function.html
http://www.ngu.jp/gp/introduction/mobile.html
http://www.ngu.jp/ngugp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/tokushoku/shien.htm
http://www.ngu.jp/gp/index.html
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このプラグインはサポートされていません

「学⽣テーマ画⾯」では、その⽉のテーマと、テーマに関する動画資料などを⾒ることができます。
また、『テーマコメント』の欄では、取り上げ られたテーマについて意⾒や質問をその場でコメントすることができ、先⽣とコミュニケ
ーションをとることができます。

※画⾯はイメージです。実際と異なる場合があります。

…学習するテーマと学習⽬標が表⽰されます。
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…テーマに関するビデオクリップ、資料が参照でき、各分野の設問へ導きます。

…1:分野ごとの設問へのリンク
2.分野の習熟度がアイコンで、解答状況が表⽰されます。
3.⾃分の解答結果⼀覧へのリンクです。いつでも解答結果を確認することができます。

…今⽉のテーマのクラス平均がレーダーチャートで表⽰されます。クラスの他学⽣の学習状況、到達度を把握することにより、やる
気を引き出します。

…テーマについて教員にコメントや質問をすることができ、教員からメッセージを受け取ることができます。

■動画で解説︕

実際の解説動画の⼀例を紹介します。
図やグラフを利⽤して、わかりやすく解説されています。

このプラグインはサポートされていません

このページの先頭へ
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HOME  コア6プロジェクトストーリー

1994年。まだ全国でも珍しかった学内インターネット接続を⽪

切りに、名古屋学院⼤学はIT化へと⼤きく舵取りした。そこに

は、⽂系⼤学ながら先端技術に対する挑戦と、学⽣に最新の情報

を伝えたい、という強い想いがあった。

当時、名古屋学院のキャンパスは瀬⼾キャンパスのみ。⾃然に囲

まれた素晴らしい⽴地だが、どうしても情報スピードは都市部に

⽐べて遅くなる。インターネットであれば、時間も距離も関係な

い。名古屋学院はその可能性にかけたのであった。

1996年には全学⽣にノートPCを配布開始。さらに2002年、構

想から1年半を経てCCS（キャンパス・コミュニケーション・シ

ステム）  が誕⽣する。これは、事務局、教員、そして学⽣を

つなぐ独⾃のポータルサイトである。現在のクラウドコンピュー

ティングのはしりともいえるこのシステムには莫⼤な費⽤を投⼊

した。

失敗は許されない。名古屋学院は未開の地へ⾜を踏み⼊れ、歩み

始めた。

CCSは、当時全国でも類をみないICTシステムとして名古屋学院

を特徴づけると同時に、学⽣の利便性を⾼める画期的な仕組みだ

った。

その最も特徴的なコンテンツが「⾃学⾃習システム」である。多

くの学⽣は、⾼校時代は受験勉強に追われる。それは、合格後、

勉強に対する意欲を削いでしまう原因でもあった。勉強への苦⼿

意識が⼊学後も続く学⽣も、決して少なくはない。そこで、⾃学

⾃習システムでは、ゲーム感覚で楽しめるような⼯夫が施され

た。クリアするごとに⾃分の成⻑がみえるインターフェイス。取

り組みやすい選択式の問題。これによって、苦⼿科⽬の底上げが

でき、得意な科⽬はさらに⻑所を伸ばせるという成果が期待され

た。

http://www.ngu.jp/ngugp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/tokushoku/shien.htm
http://www.ngu.jp/gp/index.html
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http://www.ngu.jp/gp/feature/project-story02.html
http://www.ngu.jp/gakusei/life/ccs.html
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しかし、問題はシステムではなかった。「このシステムは画期的

だったし、必ず学⽣たちの役に⽴つと確信していました。でも、

周囲の⽬線は冷ややかでしたね」と、児島教授は当時を振り返

る。せっかくのシステムが利⽤されないのだ。講義や試験へ導⼊

して成果を出しても、⼀部の授業だけにとどまり広がりを⾒せな

い。全学⽣に浸透させようとしていたが、まるで砂漠に⽔を撒く

ようだったという。

児島教授をはじめとする教員らの地道な働きかけが1年以上続い

た頃、基礎学⼒不⾜の解決策のひとつとして、⾃学⾃習システム

が注⽬された。経済学部の教員全30名が集結し、それぞれの専

⾨知識を持ち寄って経済学の問題を考案。「経済学基礎知識

1000題」として経済学部全体での利⽤が始まった。すると、学

内で変化が起きた。学⽣が⾃学⾃習システムを利⽤しだしたの

だ。試験問題の⼀部を⾃学⾃習システムから出題したのがきっか

けだった。

学⽣にとって、最初は仕⽅なくだったのかもしれない。しかしこ

れによって⼀気に利⽤が広がった。契機はどうあれ、試験の平均

点や基礎知識の底上げが実現したのだ。気づけば「⾃学⾃習シス

テム」は、学⽣にとっても教員にとっても⽋かせないツールにな

っていった。

それから2年後、この「経済学基礎知識1000題」は、「特⾊ある

⼤学教育⽀援プログラム（特⾊GP）」  に採択。情報コンテン

ツは充実し、設問は20,000題を超えた。その中で、経済学部の

学⽣に知っておいてもらいたい経済学の理論や概念を集約した問

題を厳選し、冊⼦『経済学部⽣のための基礎知識 300題』を作

成。「⾃学⾃習システム」との併⽤によって、更なる教育効果を

狙った。様々な取り組みを通して、名古屋学院はITとコンテンツ

に強い⼤学としての歩みを加速させていった。

児島 完⼆ 教授

1994年4⽉ 名古屋学院⼤学 経済学部に着任。
Webのさまざまな応⽤可能性とITソリューションの提案・検証。ネットワーク理論・複雑系でのアプローチに⾒ら
れる構造解析ではなく、経済社会問題へのソリューション（政策）研究中。
情報社会の進展の知⾒から停滞する組織活動を活性化させる⼿法を考察する。アンバンドリングにより主体を明⽰
し、ネットワーク化を促進することによりクラスター形成を図る。この⼿法は地域産業の育成（インキュベーショ
ン）に利⽤されるが、ネットワークを利⽤することの応⽤可能性を探る。

このページの先頭へ
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1995年名古屋学院⼤学経済学部に赴任。2010年経済学部
⻑に就任。経済学の研究者を志したきっかけは、⼤学3年時
に受講した講義。それまで疑ってこなかった常識が覆る経
験をし、経済学を学ぶ⾯⽩さを感じた。

1994年4⽉ 名古屋学院⼤学 経済学部に着任。主な担当
科⽬は、情報経済論。コア6の設計に深く関わった⽴役者の
ひとり。学⽣が経済学の⾯⽩さにふれる機会をたくさん作
りたいと思い、そのツールのひとつとしてコア6を考案。

経済学の⾯⽩さは、政治や法律など幅広い分野の知識を獲
得できること。普段コア6には、インターネット環境が整っ
ている学内で取り組むことが多い。ゼミ対抗コア6コンペテ
ィション上位⼊賞者。EREの勉強を通して経済学を学ぶク
ラブ『経済学研究会』の主幹を務める。（※ERE︓経済学
検定）

情報ネットワークの活⽤に⼒を⼊れる名古屋学院⼤学に魅
⼒を感じ⼊学。コア6には、授業の合間の時間を利⽤し、毎
⽉2時間程度で集中的に⾏う。実践的なまちづくり活動に参
加する「地域創成プログラム」のひとつ、「マイルポス
ト」にも積極参加している。

⼤学⼊学後、抽象的な理論の学習で壁にぶつかり、経済学に興味を持てずにいる。また、基礎的知識の定着
がされておらず、2年次以降の演習で深みのある議論ができない、3年での研究報告書や卒論のテーマに悩
んでしまうといった学⽣は少なくありません。こうした状況を打開するため、2010年度の⼊学⽣よりスタ
ートした「コア6」。断⽚的な知識の学習に留まらない、学⽣の⽣活に引き寄せながら学べるツールとして

http://www.ngu.jp/ngugp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/tokushoku/shien.htm
http://www.ngu.jp/gp/index.html
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まず、コア6・第1期⽣のふたりが、2年間使ってみた感
想を聞かせてくれるかな。

正直にいうと、⼊学した頃は、ゼミの先⽣から「やって
ね」と⾔われてやっていました。でも、だんだん知識が
⾝に付くのが実感できるようになると、問題を解くのが
楽しくなって。

僕も最初は、経済学部なのに歴史や宗教の問題も混ざっ
ていて、「なんでこんな問題やるんだろう」って不思議
でした。でも、講義を受けていると、関係なさそうな問
題も実は経済と関わっていると分かって、⾯⽩かったで
すね。

久保くんが感じた⾯⽩さは、まさに私たちが感じて欲し
かったものです。経済学の難しい理論が実は⽇常⽣活を
考える⼿がかりになると、気付いてもらいたかったんで
すよ。

どのような変化をもたらしたのか。今回コア6の成果と展望について、教員と第1期⽣にそれぞれの想いや
本⾳をご紹介します。

児 島 教
授 ︓ 

⼭ 本 さ
ん ︓ 

久 保 く
ん ︓ 

伊 沢 教
授 ︓ 

できるだけ取り組みやすくしようと、⾝近な話題を問題
のテーマにしてきました。部屋探しの話で不動産や地価
について説明したり、アルバイトやテーマパークの話と
問題を関連させたり。そういう⼯夫は役に⽴った︖

私は設問の答えを出すことに必死で、テーマを読まずに
終わることも多かったです。

読まないんだ（苦笑）。すぐ問題を解いちゃうんだね。

でも、興味がある時はちゃんと読みました
よ。

それはどんな時︖

資格試験とか就活に役⽴ちそうなものです
ね。

なるほど〜。実は「テストに出題される」「資格取得に
役⽴つ」などのインセンティブは、あえて⽤意しなかっ
たんですよね。できれば「得するから」ではなく、「経
済学を学ぶ⾯⽩さ」を純粋に味わって欲しかったから。

児 島 教
授 ︓ 

⼭ 本 さ
ん ︓ 

児 島 教
授 ︓ 

⼭ 本 さ
ん ︓ 

児 島 教
授 ︓ 

⼭ 本 さ
ん ︓ 

児 島 教
授 ︓ 
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そういう経験をしてもらえたのは嬉しいね。講義や本、
ニュースなんかの、様々な媒体との相乗効果を⽣むツー
ルになるのは、コア6の⽬標のひとつだったんだよ。⼀
度じゃ定着しない知識も、⼆度三度と⽬にするうちに⾃
分のものになる。成⻑が感じられると、やる気も出てく
るよね。

私は、ゼミや学年での順位が、やる気につながりまし
た。そういえば2年⽬には、ゼミ対抗で達成度を競うイ
ベントがありましたよね︖他のゼミに負けないように頑
張っちゃいました︕それから、先⽣のコメントがもらえ
るのも嬉しかったです。褒められたり、アドバイスをも
らえたりすると難しい問題も頑張ろうって思えました。

では、コア6をやっていて良かったと感じた瞬間って何
かあったのかな︖

事前に問題を解いていたおかげで、講義が分かりやすい
と感じることがありました。コア6で出題された話題が
出たときは、理解がスムーズになるんです。予習ツール
として役に⽴ちましたよ。

伊 沢 教
授 ︓ 

久 保 く
ん ︓ 

児 島 教
授 ︓ 

⼭ 本 さ
ん ︓ 
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プレゼントだけじゃなくて、各回の導⼊と解説の動画に
も⼒を⼊れていたんですよ。先⽣たちには分かりやすい
解説を⼼がけてもらって、⾯⽩くなるように、⾐装や背
景にもこだわった。あの動画はどうだった︖

そんな動画があったんですか︕知らなかった…。解説は
各問題に⽂章でついていたので、動画には気が付きませ
んでした。

そうか〜。こういう機能をちゃんと説明していたら、も
っとたくさんの⼈に使ってもらえたのかな︖

私の周りではコア6の話になること、よくありますよ。
友⼈と順位を競い合ったりできるのも楽しいです。周り
にいる⼈が熱⼼かどうかで、コア6への取り組み⽅は⼤
きく変わってくるのかも…

今の4年⽣からは「⾃分たちもコア6を使いたい」とい
う声も聞こえてきているんですよ。ゼミや卒論など、⾃
分で調査し考える機会が増えるほど、コア6の体系的な
教材の意義が分かるようになるんだと思います。

コア6には、卒業論⽂のテーマ選びに役⽴つ情報もたく
さん転がっていますからね。ふたりが3年⽣になって、
ゼミや卒論でコア6での学習が活きてくると、もっと利
⽤することの良さが新⼊⽣にも伝わり、状況もまた変わ
ってくるんでしょうね。

熱⼼に取り組んでくれる⼈たちもいますが、全体的に利
⽤率がなかなか上がらないといった課題もまだまだある
んです。少しでも親しみを持ってもらおうと、コア博⼠
というフクロウのマスコットキャラクターを作ったり、
そのグッズを成績優秀者に贈呈したりもしてきたんです
が。

私もいくつかもらいました。かわいいですよね︕

マウスやUSBもあるんだよ。今はポストイッ
トを作ったりしてますね。

いいですね︕USB︕僕も欲しいな。

1 | 2 | 3
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今回、ふたりの話を聞いて、コア6がどう使われている
のか理解できました。もっと利⽤者の声を聞きながら改
善していくことが必要だね。

私も、コア6について知らないことがたくさんありまし
た。⼊学した時に、もっと深く知る機会があったら、今
よりも有効な使い⽅ができたのかな。

知らなかった機能を、これからゼミや卒論のために利⽤
したいですね。それから、僕の所属しているクラブの活
動にも、うまく取り⼊れて効率よく学習できるようにコ
ア6を活⽤したいですね。

随時改善をしているので、どんどん活⽤して欲しいです
ね。最近、スマートフォンからも⾒られるようになった
んだよ。

へぇ︕それはかなり便利ですね︕⼤学にいない時でも、
気軽に取り組めそうです。

動画にしてもスマートフォン対応にしても、いろいろと
⼯夫したことが、活かしきれていないようですね。問題
の質や難易度の検討、コンテンツの精査も必要だと思い
ます。学⽣さんたちの声を⼗分に反映させながら、コア
6が「⽇常学習の伴⾛者」として機能するように、試⾏
錯誤を続けていきたいです。

児 島 教
授 ︓ 

⼭ 本 さ
ん ︓ 

久 保 く
ん ︓ 

児 島 教
授 ︓ 

久 保 く
ん ︓ 

伊 沢 教
授 ︓ 
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HOME  今後の展開

本取組の将来的な展開の可能性について説明します。

1.学習空間の拡張

携帯電話だけでなく携帯ゲーム機などの端末への対応。（携帯電話への対応はすでに済んでいます）

2.社会に開いた利⽤者の拡張

本学のオープン・コース「学びの広場」からの発信。
⾼⼤連携・地域連携・学び直しのニーズへの対応。

3.⼤学間連携による他⼤学の学⽣による利⽤拡張

学科の展開科⽬での利⽤可能性。

4.科⽬範囲の拡張

本学のオープン・コース「学びの広場」からの発信
⾼⼤連携・地域連携・学び直しのニーズへ対応
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HOME  お問い合わせ

本取組に関するご質問やお問い合わせは下記で受け付けています。

名古屋学院⼤学 経済学部

〒456-8612 名古屋市熱⽥区熱⽥⻄町1番25号
電話︓052-678-4085 FAX︓052-682-6812
（電話受付時間︓平⽇09︓00〜18︓00）
E-mail︓upr@ngu.ac.jp

本取組以外のご質問やお問い合わせは下記ページをご覧ください。

お問い合わせページ

このページの先頭へ

http://www.ngu.jp/ngugp/
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/tokushoku/shien.htm
http://www.ngu.jp/gp/index.html
javascript:;
mailto:upr@ngu.ac.jp
http://www.ngu.jp/inquiry/index.html

