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研究科長のご挨拶
日本大学大学院経済学研究科の沿革

日本大学大学院経済学研究科は，学問を本気で探究したいと考える皆さんを待っています。
最先端を見つめながら，研究にも資格取得にも対応した充実のコース制。
学生の関心に即した多彩な専門科目と，指導力に長けた熱心な教授陣。
社会人の多様な探究心に応える昼夜開講制＆都心型ロケーション。
学費や留学経費，学会参加費の補助，研究に集中するための奨学金などの研究支援制度。
学びたい時に，学びたいことを，確実に学べる大学院であるために。
あなたの情熱と，目指す未来に，理想的な環境で応えます。

　日本大学大学院経済学研究科は，

本学の建学の精神に基づき，経済学

及びその関連学術分野において，

深い学識を備え，革新的な研究を

担うことのできる研究者を養成する

とともに，高度に専門的な知識を

もち，高度専門職業人としての能力

と資質を有する人材を育成すること

を使命とする。この使命に従い，

研究者の養成，高度専門職業人の

養成，社会人の職業的再教育，実務

的専門知識の涵養を目標とする。

■ 教育理念と教育目標

日本大学大学院
経済学研究科
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博士号
取得

修士号
取得

［博士前期課程］ ［博士後期課程］

コースの選択
出願時に研究計画書と
研究指導教員の希望を
提出。口述試問を経て，
コース（「経済」「金融」
「公共経済」「経営」「会
計」「税法」から選択）と
指導教員を決定します。

1年次 2年次

11月中旬に「修士論文
テーマ届」を提出。積み
上げてきた研究成果を
まとめていきます。

2年間の研究成果として
40，000字以上の修士論
文を提出します。提出され
た論文の審査とともに最
終口述試問が行われ，合
格した者に「修士（経済学）」
の学位が授与されます。

研究課題を見出し,探究することの面白さを 知る
専門分野の研究者を目指す人も，高度専門職業人を目指す人も。

探究意欲に全力で応える，深く，広く，そして手厚い指導体制を整えています。

入学から修了まで，研究に集中できる多様な支援体制・環境を整え，一人   ひとりを力強くバックアップします。

標準修業年限２年（在学4年まで）

コピー費用などの日常
的な研究費の補助だけ
でなく，海外での研究発
表など，研究者としての
活動に対する支援を行
います。

論文のチェックはもちろ
ん，今後研究者として進
んでいく上で必要となる
技能の習得をサポート
します。

「博士（経済学）」の学位
は，本研究科に所定の
年限在学し，専攻科目に
ついて30単位以上を修
得し，博士論文の審査及
び最終試験に合格した
者に授与されます。

博士後期課程では，自主
的に研究を行い論文を
執筆する中で，基本的に
週1回，研究指導教員に
よる指導が繰り返され
ます。これにより研究を
深化させていきます。

標準修業年限３年（在学６年まで）

博士論文提出博士論文執筆

論文テーマを絞り込むために 個別サポート 個別サポート

■高度な学術資料が充実 ■社会人も通いやすい

step 7 step 8出願時

サポート 論文を仕上げるためにサポート希望通りの学びを選択するためにサポート

step 1 step 2 step 4 step 5 step 6

　図書館には専門書を中心に約42万冊
の蔵書と経済・社会関係の雑誌約6,000
タイトルを所蔵。50種類以上の電子資料
も利用でき，資料・情報収集を行う上で恵
まれた環境が整っています。

　本研究科には社会人学生も多数
在籍。現役のビジネスパーソンも通いや
すい立地であることに加え，昼夜及び土
曜日の開講を通じてさまざまな探究意
欲を柔軟にサポートします。

学びの流れ NIHON UNIV ERSIT Y  
Graduate  School  of  Economics

■最先端に触れる機会

　各分野に精通した豊富な教授陣は
いずれも第一線で活躍する人材ばかり。
また海外をはじめ各種学会へも積極的
に参加可能。日々進化する学問の「今」
に触れられます。

■見識を広げられる環境

　専門コース以外のコースからも科目
選択が可能。また各界著名人を招いた
講演会や，社会人や留学生など異なる
立場の学生との交流など，自然と関心が
広がる刺激的な環境です。

■研究に便利な立地環境

　水道橋駅2分，神保町駅5分という交通
の利便性だけでなく，国会図書館や神保
町の古書店街や官公庁街にも近接。さら
には，大手町などビジネスの中心地に近く
研究・調査に最適なロケーションです。

■奨学金，研究補助金

　研究に集中する環境を整えるためのさま
ざまなサポートを用意。図書費をはじめと
した各種研究支援，海外や学会への参加
旅費，また学部の授業補助業務などで金銭
的にバックアップします。 詳しくは9ページへ

自身が作成した研究計画書に基づく最適な選択がで
きるよう，教員や教務スタッフが個別面談に応じサ
ポートします。

担当教員をはじめとした複数の教員の意見を基に
テーマの可能性を広げます。研究テーマの近い学
生同士による自主勉強会も実施され，ディスカッ
ションなどを通じて，テーマにおける論点を多角的
な視点で取り込み，整理することができます。

論文の仕上げ段階では，担当教員がマンツーマンで
対応。提出後の口述試問も含めて徹底的に指導しま
す。また修了後の進路についても相談を受けます。

修士論文執筆 修士論文提出履修科目の設定
入学後，選択必修科目と
専門科目を選択し，自身
の学びに合ったプログ
ラムを設定。コース以外
の科目からも選択できま
す。選択必修科目は14
単位の修得が必要です。

興味・関心の高い分野に
とどまらず多角的な視点
からさまざまな文献・論文
を検証し，担当教員の指
導のもとテーマを決定し
ます。2月頃が一般的です。

修士論文
テーマ決定

step 3

ここまでの研究をもと
に，修士論文の骨格を考
えます。研究を具体化し
ながら担当教員の指導
を受け，方向性を固めて
いきます。

中間発表の
要旨づくり

9月中旬には博士前期
課程修了予定者を対象
とした中間発表会を実
施。質疑応答などを通じ
て自身の研究をさらに
深めていきます。

修士論文
中間発表

税理士資格の取得希望者には，専門性に特化した科目が履修
可能です。制度の変化にもすばやく対応しています。

論文テーマの決定
多様な講義科目からより多角的な視点で，研究テーマを
とらえられるように知識を深め，論文テーマを決定します。

論文作成　を中心に
演習の授業で　  学びながら,論文作成に取り組みます。

詳しくはP.7をご覧ください。
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博士前期課程設置科目
　博士前期課程に設置されている全授業科目を示します。なお，「特殊講義Ⅱ」「演習」「学位論文」を除いたすべての科目は，
半期制2単位で開講されています。

教育研究上の目的
　本研究科博士前期課程では経済学及びその関連学術分野における（1）専門学識の教授及び研究能力の涵養を通じた
研究者の養成，（2）資格取得を含め目的に沿った専門知識・能力の涵養を通じた高度専門職業人の養成，（3）社会人の職業
的再教育・実務的専門知識の涵養を3本柱としており，加えて，学生の資格取得ニーズにも積極的支援を行うことを教育研究
上の目的としています。

関心に即した6つのコース

公共経済学Ⅰ・Ⅱ
都市経済学Ⅰ・Ⅱ
環境経済論Ⅰ・Ⅱ
地方財政論Ⅰ・Ⅱ
交通経済論Ⅰ・Ⅱ
財政学Ⅰ・Ⅱ
経済政策論Ⅰ・Ⅱ
法と経済学Ⅰ・Ⅱ
社会政策論Ⅰ・Ⅱ
社会保障論Ⅰ・Ⅱ
福祉経済論Ⅰ・Ⅱ
公共政策論Ⅰ・Ⅱ

経営学Ⅰ・Ⅱ
基礎経営学Ⅰ・Ⅱ
経営管理論Ⅰ・Ⅱ
経営戦略論Ⅰ・Ⅱ
経営財務論Ⅰ・Ⅱ
経営組織論Ⅰ・Ⅱ
生産管理論Ⅰ・Ⅱ
人的資源管理論Ⅰ・Ⅱ
経営史Ⅰ・Ⅱ

マーケティング論Ⅰ・Ⅱ
国際経営論Ⅰ・Ⅱ
コーポレート･ガバナンス論Ⅰ・Ⅱ
中小企業論Ⅰ・Ⅱ
ベンチャービジネス論Ⅰ・Ⅱ
NPO事業経営論Ⅰ・Ⅱ
特殊講義Ⅰ（中小企業の市場開発Ⅰ・Ⅱ）

会計学Ⅰ・Ⅱ
財務会計論Ⅰ・Ⅱ
管理会計論Ⅰ・Ⅱ
監査論Ⅰ・Ⅱ
原価計算論Ⅰ・Ⅱ
金融会計論Ⅰ・Ⅱ
公会計論Ⅰ・Ⅱ
特殊講義Ⅰ（会計実務）

統計学Ⅰ・Ⅱ
経済統計学Ⅰ・Ⅱ
経営統計学Ⅰ・Ⅱ
経営情報論Ⅰ・Ⅱ

情報論Ⅰ・Ⅱ
情報処理論Ⅰ・Ⅱ

法人税法Ⅰ・Ⅱ
所得税法Ⅰ・Ⅱ
資産税法
国際課税
消費税法
国税通則法
国税徴収法
地方税法
税務会計
商法Ⅰ
商法Ⅱ（企業法）
企業会計法Ⅰ・Ⅱ
租税論
特殊講義Ⅰ（金融市場と法制度）

外国書研究Ⅰ・Ⅱ
特殊講義Ⅰ・Ⅱ
演習
学位論文

マクロ経済理論
上級マクロ経済理論Ⅰ・Ⅱ
ミクロ経済理論
上級ミクロ経済理論Ⅰ・Ⅱ
マルクス経済学Ⅰ・Ⅱ
ゲーム理論Ⅰ・Ⅱ
経済成長論Ⅰ・Ⅱ
計量経済学Ⅰ・Ⅱ
組織の経済学Ⅰ・Ⅱ

日本経済史Ⅰ・Ⅱ
西洋経済史Ⅰ・Ⅱ
経済学史Ⅰ・Ⅱ
経済思想史Ⅰ・Ⅱ

国際経済論Ⅰ・Ⅱ
開発経済論Ⅰ・Ⅱ
比較経済体制論Ⅰ・Ⅱ
景気循環論Ⅰ・Ⅱ
国際貿易論Ⅰ・Ⅱ
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P13経済コース
経済理論，数理科学・情報，経済史・経済
学史，応用経済の4つの学びの分野から，
経済学とその関連分野まで含めた広範囲
な研究が可能です。

P17金融コース
金融論により特化して学ぶコースです。最
新の金融商品を扱う金融工学や金融政策
の有効性に関する論考など社会の課題に
結びついた科目が設定されています。

P19公共経済コース
財政，環境，福祉などの領域を中心とした
公共経済分野とその関連科目を中心に学
ぶコース。学術的理論の習得だけでなく，
政策技術の研究も可能です。

P21経営コース
組織に欠かせないマネジメントやガバ
ナンスといったさまざまな機能を学術的に
追究します。研究者，企業経営のコンサル
タント志望者にも適したコースです。

P23会計コース
高度な会計専門職を養成するコース。
税理士試験の会計関連科目の免除を希望
する者，公認会計士志望者のほか，学び直
しを希望する社会人にも適しています。

P25税法コース
単なる税法の知識にとどまらず税法の考え
方について幅広い知識を得るためのコース
です。税理士試験の税法関連科目の免除
を希望する者は，このコースが必須です。

労働経済論Ⅰ・Ⅱ
人口経済論Ⅰ・Ⅱ
産業組織論Ⅰ・Ⅱ
労使関係論Ⅰ・Ⅱ
工業経済論Ⅰ・Ⅱ
農業経済論Ⅰ・Ⅱ
日本経済論Ⅰ・Ⅱ
アメリカ経済論Ⅰ・Ⅱ
中国経済論Ⅰ・Ⅱ
経済地理学Ⅰ・Ⅱ
空間経済学Ⅰ・Ⅱ

金融論Ⅰ・Ⅱ
国際金融論Ⅰ・Ⅱ
金融政策論Ⅰ・Ⅱ
格付け評価論Ⅰ・Ⅱ
金融工学Ⅰ・Ⅱ
コーポレートファイナンスⅠ・Ⅱ
金融システム論Ⅰ・Ⅱ
証券投資論Ⅰ・Ⅱ
クレジットリスクマネジメントⅠ・Ⅱ
特殊講義Ⅰ

学位取得の方法
　30単位（選択科目22単位＋「演習」8単位）の修得と修士論文の審査及び最終試験（口述試問）合格が修了要件になり
ます。合格者には「修士（経済学）」の学位が授与されます。選択科目は，各コースの選択必修科目から，研究指導教員と相談
の上，研究に必要な科目を14単位以上修得しなければなりません。また，残りの8単位は，コース設置科目以外の講義科目で
充足することもできます。本研究科入学前に他大学大学院等で修得した単位の一部は，本研究科において修了に必要な単位
として算入することができます。

相互履修制度
　相互履修制度とは，日本大学大学院の他研究科の科目を履修することができる制度です。他の研究科に開講されている科
目を入学前単位認定制度及び単位互換制度により修得した単位と合わせて10単位を超えない範囲で履修することができ，
修得した単位は選択科目の単位として修了要件に算入されます。

税理士試験科目の免除
　税理士資格を目指す方は，本研究科の税法コースを修了すると税法関連試験の2科目が免除されます。また会計コースを
修了すると会計関連試験の1科目が免除されます。

単位互換制度
　大学院学生の研究機会及び情報交換の場を拡充し，経済学ならびにその関連分野の研究の質を高めることを目的として，
下記の大学院と単位互換協定を結んでいます。学生は研究指導教員の承認を得たうえで，これらの研究科（専攻）の授業を履
修することができます。単位互換制度により修得した単位は，他の制度と合わせて10単位を超えない範囲内で，修了に必要な
単位数に算入されます。

大学院経済学研究科（専攻）単位互換協定参加大学大学院（2017年4月現在）＊

主 な 就 職 先

青山学院大学大学院経済学研究科
中央大学大学院経済学研究科
法政大学大学院経済学研究科経済学専攻
明治大学大学院政治経済学研究科経済学専攻
立教大学大学院経営学研究科経営学専攻

専修大学大学院経済学研究科
東洋大学大学院経済学研究科
明治学院大学大学院経済学研究科
立教大学大学院経済学研究科経済学専攻

「首都大学院コンソーシアム」学術交流加盟大学大学院（2017年4月現在）＊

順天堂大学大学院
中央大学大学院
東洋大学大学院
共立女子大学大学院

玉川大学大学院
東京理科大学大学院
明治大学大学院

専修大学大学院
東京電機大学大学院
法政大学大学院

＊受入研究科名については，事前に教務課で確認してください。

昼夜開講

　　　　

　本研究科は昼夜開講制で運営されています。夜間［6限（18：00～19：30），7限（19：40～21：10）］及び土曜日昼間にも
科目を配置しており，社会人を含むすべての学生は，時間の許す限り，どの時間帯の講義も受講できます。

修了後の進路

　　　　

　本研究科博士前期課程を修了した学生は，公認会計士をはじめとした職業会計人，税務エキスパートである税理士はもちろん，
本研究科で得た高度な理論・手法を活かすことのできる民間企業など，さまざまな分野で活躍しています。また，さらなる研鑽を積む
ために，博士後期課程へ進学し大学講師などの教育者・研究者を目指す者や,海外の大学院などへの留学に挑戦する者もいます。

研究をサポートする多様でフレキシブルなカリキュ ラムを設定

学びの概要（博士前期課程） NIHON UNIV ERSIT Y  
Graduate  School  of  Economics

ランドマーク税理士法人
税理士法人 山田＆パートナーズ
汐留パートナーズ税理士法人

双日株式会社
山口県庁
公益財団法人日本税務研究センター

会計人・
税理士

企業・
公務員等（　　　　　　　　）Bloombergを活用した

ファイナンス入門
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いま世の中が，経済学研究科を求める理由。
現場で「答え」を出せる人間であるために。

浅田 義久 × 米澤 聡士

教員対談 NIHON UNIV ERSIT Y  
Graduate  School  of  Economics

学んでもらいます。また，研究者志望であ

れば論文を書く事を最初から意識づけま

す。一緒に実証分析を行い，一緒に論文

を書く，やや理系的な指導ですね。

米澤　私は学生の専門の研究テーマにつ

いて，理論と事例の両面から理解を深

める指導をこころがけています。経営学の

理論は，企業が実際に行っている経営行

動の「仕組み」を説明するものですから，理

論的に説明できる具体的な経営行動が必

ずあります。そこで，難解な理論を理解し

やすくするために，常に具体的な経営行動

をイメージして学ぶよう指導しています。

その結果として，これまでの研究では解明

が困難な課題に対して，何らかの解釈が

出せるようになることを目指しています。

浅田　研究者になるにせよ，企業で働く

にせよ，学んだ知識を使いこなせないと，

進学した意味がありません。今は企業で

も大量のビッグデータで分析する時代で

す。ただ経済学の理論を知らないと因果

関係がわからず，消費者行動を予想でき

ません。きちんとした理論を学べば，企業

でもシンクタンクでも行政でも有用なも

のになるはずです。

米澤　そこが学部での学びとのちがいで

すね。正解・不正解のないビジネスにおい

て,セオリー通りで失敗している企業もあ

れば，奇抜な戦略で成功している企業も

あります。ただそんな中でも，限りなく正

解に近いアウトプットを出せるかが大事

です。そのために大学院では，専門的な知

識の習得はもちろんのこと，それに基づ

いた的確な発想力を身につけることが不

可欠だと思います。

浅田　もともと学部の４年間で経済学

を専門的に学ぶのは，質量ともにかなり

難しいと思います。理系で

は半数以上の人が大学

院に行きますが，経済学

や経営学も同様に，本当

に社会で使える専門的な

知識を得る場所は，やは

り大学院だと思います。

米澤　ただ，まだ社会が，

経済系の知識に対して

「本当に使えるの？」と懐

疑的なところがあります。

税理士などに比べ，知識を保証する資格

がないということも一因だと思いますが。

たとえば，企業に入って商品開発する時

に，フィーリングで企画する人と理論が頭

に入っている人とではアイデアの質も変

わりますし，より正解に近い答えを出せる

ようになるはずです。

浅田　そんな中でも，最近は経済学の知

識が生産性に貢献するという事実が，企

業の中に浸透しつつある気がします。たと

えばある回転寿司チェーンが，客の入店

時のデータを分析することで，廃棄物の7

割削減に成功し，利益率を大幅に上げた

という事例があります。今では他社もマネ

をしはじめ，データ分析の重要性に注目

が集まりました。

米澤　最近では，就職活動の現場でも，優

良企業ほど「経済学を学んで，あなたは何が

できるのか」を聞いてくる。徐々にですが学

問の価値が認知されつつあると感じます。

浅田　日大経済学研究科の最大の特徴

は，６つのコースから構成される多様な

カリキュラムが用意されていることです。

経済，金融，公共経済，経営，会計，税法と

いう多角的な視点から学生が専門科目を

選択・学習できるため，バランスのとれた

研究成果が期待できます。

米澤　６つの研究領域は，相互に密接に

関係していて，自分の専門分野のみなら

ず，より深く幅広い知識を修得することが

できます。たとえば税理士を目指して税法

コースに在籍する学生が，経営コースの

科目を履修することによって，経営学の観

点からも企業の動きを分析できるように

なり，専門分野の研究に深みをもたせる

といったことです。将来の税理士としての

実務において，顧客となる企業の動向や

課題を的確に理解し，質の高いサービス

を提供できると思います。

浅田　さらに学部の外に

は，様々な分野の専門家

がいます。たとえば国家公

務員出身の教員なら日本

でどのような問題点があ

るかを熟知していますし，

問題の分析や施策検討の

専門家も在籍するなど，

ほぼすべての分野に専門

の教員がいると言っても

過言ではありません。

日本大学経済学研究科の
メリット

本研究科で
必ず学んでほしいこと いま，経済系の大学院が

注目されている

米澤　教員の多様性という意味では，か

なり特殊な環境だと言えますね。非常に

充実した体制だと思います。

浅田　都会のど真ん中にある立地も魅力

です。実際私のゼミに所属する二人も社

会人で，勤め先からの帰宅途中に通学し

ている方もいます。午後6時以降や土曜の

講義も開かれています。

米澤　私の講義にも多くの社会人の方

がいます。学問領域の近接性と，立地と

いう物理的な近接性，そのシナジー効

果は他の大学にない大きなメリットだと

思います。

浅田　私が教えたいのは，「社会で使える

経済学」。自身の問題意識に対して，それ

を分析する経済学とデータ分析の手法を

浅田　社員の大学院進学を率先してサ

ポートする企業も出てきていますね。

米澤　新聞からネットまで，今ほど世の

中に多くの経済情報があふれる時代は

ありません。その有用，無用を現場で迅速

に判断し，結果を出していかなければな

らない。そういった時に学問的な知識が

あれば「ひょっとして解ける理論があるの

ではないか」という可能性に気づけます

し，正解へと導く近道となるはずです。こ

れからますます経済学，経営学が求めら

れる時代だと思います。

浅田　教員が多様で，学生も多様で，し

かも都心にある。少人数で自分の関心

をここまで深めることのできる環境は

多くありません。きめ細かな指導を受

けられる一方で，手も抜けませんので，

学習意欲のある方にとっては良好な環

境です。皆さんと学べる日を楽しみにし

ています。

■博士前期課程「演習」
　担当：都市経済学Ⅰ・Ⅱ
■博士後期課程「演習」
　担当：経済政策論研究

■研究テーマ：「日本の住
　宅や交通などの都市問
　題の実証分析」

浅田 義久 教授

Profile

米澤 聡士 教授
■博士前期課程「演習」
　担当：国際経営論Ⅰ・Ⅱ
■研究テーマ：「国際人
　的資源管理における
　グローバル統合」
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　経済理論，経済史・経済学史，経済現状分析，あるい

は数理科学・情報など，経済学とその関連分野を研究

する人のためのコースです。

　金融緩和や国際情勢の変化によって，為替レートは

大きく変動し，内外の企業や私たちの暮らしにも大きな

影響をもたらしています。また，日本では人口減少と

少子高齢化が進行しており，社会保障の将来に対する

不安も広がってきました。こうした時代に，どのように

して日本と世界の経済社会の設計図を描き，将来の

展望を切り開いたらよいのか，経済学は，このような

経済の動きを理解するための学問です。

　本コースでは，経済学の基礎理論や思想を学ぶと

同時に，指導教員との話し合いのうえで，さらに関心の

ある科目を選択。それにより，理論のさらなる追求，

具体的な経済分析の応用，あるいは経済史・思想から

知見を広めるというように，それぞれの研究対象に

合わせて効果的に学ぶことが可能となっています。

※経済学の中でも金融分野あるいは公共経済分野の研究に興味関心のある
　方は，それぞれのコースのページをご覧ください。

履修モデル

　私が担当するマクロ経済理論では，現代社会が抱えている諸問題を国の政策や企業のビ
ジョン策定といった総合的な観点から理論的に分析することの重要性を説いています。例えば
企業の成長モデルを考える場合，効率性を重視しすぎると，公平性が損なわれます。逆に公平
性を重視しすぎると，効率性が阻害されます。すなわち効率性と公平性のトレードバランスを意
識して成長モデルを理論的に解き明かすのがマクロ経済理論であり，同様に国の政策も理論的
に解明し構築すべきだと考えます。失業と雇用の問題，あるいは財政再建と景気対策。どちらか
に偏りすぎず，バランスを意識して理論的に分析することも，マクロ経済理論の担う重要な役割
です。社会はますます複雑化しているように見えますが，理論的なアプローチをすることで単純
化できるものです。企業であれば利潤の追求，個人であれば生活の充足が本質的な要求にあた
るはず。学生にはそういう物事の本質を見抜く力を身につけることを望みます。そのために，とも
に研究する立場として議論を積み重ねていきたいと思います。
　さらに，英語の論文の読解力や高度な内容を端的に文章化し，それを人に伝える能力を併せ
て習得できることも，本研究科における大きなアドバンテージです。本コースでの学びが，経済
のエキスパートとして社会の要請に応えられる人材輩出につながると確信しています。

教員インタビュー

吉田博之
教授
担当科目：マクロ経済理論

時代は変わっても，経済理論の本質は変わらない。時代は変わっても，経済理論の本質は変わらない。
物事の本質を見抜く力を養ってほしい。物事の本質を見抜く力を養ってほしい。

高度な理論経済学を習得し，研究者としてのバック
ボーンを固めたい方の履修例です。

官公庁やシンクタンクなどで日本経済に関する政策
立案に携わりたい方の履修例です。

将来　　  研究者 など 将来　　 官公庁やシンクタンクでの政策立案に関する調査分析 など

ミクロ
経済理論

マクロ
経済理論

経済統計学
Ⅰ・Ⅱ

景気循環論
Ⅰ・Ⅱ

日本経済論
Ⅰ・Ⅱ

経済政策論
Ⅰ・Ⅱ

日本経済の将来をモデル推計する理論経済学を学ぶ

ゲーム理論
Ⅰ・Ⅱ

組織の
経済学Ⅰ・Ⅱ

経済成長論
Ⅰ・Ⅱ

上級マクロ
経済理論

上級ミクロ
経済理論演習 演習計量経済学

Ⅰ・Ⅱ

経済統計学
Ⅰ・Ⅱ

　経済理論を基本に立ち返って検討するとともに，さま
ざまな経済問題を理論的に分析することを学びます。ま
た分析手法としての統計学や情報処理の技術についても
専門的に学ぶことができます。

経 済理論／数理科学・情報

※2017年度開講科目です。なお，一部に未開講の科目もあります。

計量経済学
Ⅰ・Ⅱ

授業科目 担当者

授業科目
マクロ経済理論
上級マクロ経済理論A Ⅰ・Ⅱ
上級マクロ経済理論B Ⅰ・Ⅱ

ミクロ経済理論

担当者
吉田博之［教授・博士（経済学）］
金谷貞男［教授・Pｈ.D.］経 

済 

理 

論

数 

理 

科 

学 

・ 
情 
報

科目／担当者

上級ミクロ経済理論A Ⅰ・Ⅱ
上級ミクロ経済理論B Ⅰ・Ⅱ

マルクス経済学Ⅰ・Ⅱ

ゲーム理論Ⅰ・Ⅱ
経済成長論Ⅰ・Ⅱ
計量経済学Ⅰ・Ⅱ
組織の経済学Ⅰ・Ⅱ
統計学Ⅰ・Ⅱ
経済統計学Ⅰ・Ⅱ
経営統計学Ⅰ・Ⅱ
経営情報論Ⅰ・Ⅱ
情報論Ⅰ・Ⅱ
情報処理論Ⅰ・Ⅱ

小林信治［教授・Pｈ.D.］
瀬古美喜［講師・経済学博士］

小林信治［教授・Pｈ.D.］
本間祥介［講師］
山本　拓［講師・Pｈ.D.］
権　赫旭［教授・博士（経済学）］
大澤秀雄［教授・理学博士］
川﨑　茂［教授］
増田賢司［講師］
大槻　明［准教授･博士（工学）］
新田義彦［講師］
寺沢幹雄［教授・博士（工学）］

廣野桂子［教授・博士（経済学）］
齋藤哲哉［准教授・Pｈ.D.］
中村靖彦［准教授・博士（経済学）］

角田　収［講師］
斎藤重雄［講師・経済学博士］

経済コース
コース紹介

経 

済 

理 

論
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教員インタビュー

豊福建太
教授
担当科目：金融論B Ⅰ・Ⅱ

新しい経済理論の知識を獲得することで，新しい経済理論の知識を獲得することで，
社会的要請に応えられる人材になる。社会的要請に応えられる人材になる。

手
ご
た
え
の
あ
る
実
践
力
こ
そ
，

金
融
ビ
ジ
ネ
ス
を
動
か
す
原
動
力
だ

　経済学の中でも，特に金融論を学びたい人のための

コースです。金融の重要性は，先般の世界同時不況に

よっても明らかでしょう。サブプライム・ローン問題に端

を発した米国の金融危機は，同国の巨大金融機関を破

綻させただけにとどまらず，世界中に広がり生産性を低

下させ，いくつかの国家財政を崩壊の危機に追い込みま

した。日本でも金融当局の懸命な対策にもかかわらず

物価の低下傾向が続いています。そして，それが利潤や

賃金の伸び悩みから需要減少を招き，ますます物価の

低下が続くという，いわゆるデフレ・スパイラルに陥って

おり，そこからの脱却ができない状態です。

　このように，現代の経済では金融が実体経済に与える

影響は非常に大きく，それを反映して，学問の面でも金融

論の重要性が高まってきています。そうした社会のニーズ

に応えるべく，学部に金融公共経済学科を設置し，この分

野を専門とする教員を多数擁する本研究科は，金融コース

を設置しています。研究者志望の人や金融業界に勤務す

る社会人ばかりでなく，学部時代に金融に関心をもち，もっ

と深く学んでみたいと考える人にも最適なコースです。

金融コース
コース紹介

金融のメカニズムを理論的に把握し，具体的な対策を
追究していきたい方の履修例です。

将来

証券経済の今を学ぶ

金融論 コーポレート
ファイナンスⅠ・Ⅱ

金融工学
Ⅰ・Ⅱ

クレジットリスク
マネジメントⅠ・Ⅱ

ミクロ
経済理論演習 マクロ

経済理論
計量経済学
Ⅰ・Ⅱ

金融論
Ⅰ・Ⅱ

国際金融論
Ⅰ・Ⅱ

金融システム論
Ⅰ・Ⅱ

経済成長論
Ⅰ・Ⅱ

ミクロ
経済理論演習 マクロ

経済理論
計量経済学
Ⅰ・Ⅱ

証券アナリスト など

金融政策が抱えるさまざまな問題点を，高度な理論
を通じて掘り下げていきたい方の履修例です。

将来

金融政策を研究する

研究者，政策立案者 など

　サブプライム問題に端を発する世界金融危機や，日本経済における長期にわたるデフレ脱
却のための金融政策のあり方など，現代社会において金融が実体経済に与える影響はとても
大きいものです。そうした中，金融技術のあり方もますます高度になっています。
　経済学はこうした社会の要請に応えるために，ゲーム理論や契約理論といったミクロ経済
学の手法，動学的確率的一般均衡（DSGE）モデルといったマクロ経済学の手法，マイクロデー
タを用いた計量経済学的手法の進展によって，数多くの優れた学術研究がなされてきました。
このように金融に関する研究は，実体経済との関係の中で，新しい理論が次々と生み出される
刺激的な研究分野だといえます。
　本コースでは，私の専門であるミクロ経済学に依拠した理論や手法はもとより，マクロ経済学，
計量経済学などが追究できます。つまり，最先端の理論と実証について多面的に学べるのが強み
なのです。そのため研究者だけではなく，将来，専門知識をいかし実業家やシンクタンクへの就職
をめざす人にも有益な学びの場となることでしょう。また，大学院は論文執筆が最終目標。正確な
「知識」と，その知識を使ってアイデアを具現化する「創造力」，さらにそれらを人に伝える「プレ
ゼンテーション力」。この3つの能力を，論文執筆を通じて高めてもらいたいと考えています。

コースのポイント

　金融論の最先端の知見を，ミクロ経済学・マクロ経済
学・計量経済学などさまざまな分野から学ぶことができ
ます。金融危機の要因とその対策などの分野はもちろん，
格付け評価論や最新の金融商品を取り扱う金融工学ま
で多彩な科目を設置しています。

履修モデル

授業科目
金融論A Ⅰ・Ⅱ
金融論B Ⅰ・Ⅱ
国際金融論Ⅰ
国際金融論Ⅱ
金融政策論Ⅰ・Ⅱ
格付け評価論Ⅰ
格付け評価論Ⅱ
金融工学Ⅰ・Ⅱ
コーポレートファイナンスⅠ・Ⅱ
金融システム論Ⅰ・Ⅱ

担当者

豊福建太［教授・博士（経済学）］
黒沢義孝［講師・経済学博士］

黒沢義孝［講師・経済学博士］

三井秀俊［教授・博士（経済学）］
鶴田大輔［教授］
澤田　充［教授・博士（経済学）］

金  

融

科目／担当者

※2017年度開講科目です。なお，一部に未開講の科目もあります。

授業科目 担当者

金  

融
渡邉修士［教授・Pｈ.D.］

渡邉修士［教授・Pｈ.D.］

吉田博之［教授・博士（経済学）］
金谷貞男［教授・Pｈ.D.］

小林信治［教授・Pｈ.D.］

小林信治［教授・Pｈ.D.］
本間祥介［講師］
山本　拓［講師・Pｈ.D.］
権　赫旭［教授・博士（経済学）］

証券投資論Ⅰ・Ⅱ
クレジットリスクマネジメントⅠ・Ⅱ

特殊講義Ⅰ

マクロ経済理論
上級マクロ経済理論A Ⅰ・Ⅱ
上級マクロ経済理論B Ⅰ・Ⅱ

ミクロ経済理論

上級ミクロ経済理論A Ⅰ・Ⅱ

上級ミクロ経済理論B Ⅰ・Ⅱ

マルクス経済学Ⅰ・Ⅱ

ゲーム理論Ⅰ・Ⅱ
経済成長論Ⅰ・Ⅱ
計量経済学Ⅰ・Ⅱ
組織の経済学Ⅰ・Ⅱ

経 

済 

理 

論

廣野桂子［教授・博士（経済学）］
齋藤哲哉［准教授・Pｈ.D.］
中村靖彦［准教授・博士（経済学）］

廣野桂子［教授・博士（経済学）］
齋藤哲哉［准教授・Pｈ.D.］
中村靖彦［准教授・博士（経済学）］
瀬古美喜［講師・経済学博士］

角田　収［講師］
斎藤重雄［講師・経済学博士］

（　　　　　　　　）Bloombergを活用した
ファイナンス入門
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教員紹介（2017年4月1日現在） NIHON UNIV ERSIT Y  
Graduate  School  of  Economics

博士前期課程
「演習」担当：経済コース ：金融コース ：公共経済コース ：経営コース ：会計コース ：税法コース ：経 金 公 営 会 税 博士後期課程

「演習」担当：M D

本研究科の教員は，教授・准教授を中心に各々の研究分野で実績を積んだエキスパートで構成されています。
実務レベルでの指導力に長けた講師も多数配置し，バランスのとれた指導体制で一人ひとりの目標に応じた指導を行います。
また，研究上の問題解決を促すため，教員同士の連携を図るなど，学生の探究心を全面的にサポートします。

研究実績と指導力に長けた教授陣が，広く深く    指導

博士前期課程
「演習」担当：経済コース ：金融コース ：公共経済コース ：経営コース ：会計コース ：税法コース ：経 金 公 営 会 税 博士後期課程

「演習」担当：M D

¡¡担当科目／研究指導科目
™研究テーマ
£講義内容
¢所属学会
※以下の内容は2017年度の授業科目と科目担当者です。
　変更される場合もあります。

専任教員

¡M監査論Ⅰ・Ⅱ
™公会計，公監査
£最近の事例を紹介しながら，監査の理論・制度に
　ついての理解を深める。
¢日本会計研究学会，日本監査研究学会，国際公会
計学会

石川 恵子 教授
Keiko ISHIKAWA M M会

¡M国際経済論Ⅰ・Ⅱ
™多国籍企業，国際貿易，国際規格と非関税障壁
£多国籍企業の発生，立地，及びその経済効果を理
論的かつ実証的に学習する。

¢日本国際経済学会，日本貿易学会,
The European Academy for Standardisation
（EURAS）

井尻 直彦 教授
Naohiko IJIRI M経

¡M都市経済学Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™日本の住宅や交通などの都市問題の実証分析
£都市経済学では，日本や諸外国の都市で起きている
問題を経済学で分析することを目的とする。都市経
済学Ⅰで理論的基礎付けをし，都市経済学Ⅱで実際
のデータを用いて実証分析して施策まで検討する。

¢日本経済学会，応用地域学会，日本交通学会

浅田 義久 教授
Yoshihisa ASADA 公 M D

¡M比較経済体制論Ｂ Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™旧社会主義国（特に中欧諸国）の体制転換プロセ
ス，多様な資本主義研究

£世界各国の経済制度をサーベイし，同じ資本主義
体制でも異なる制度やメカニズムが存在するのは
なぜか，という点を理論的，歴史的，制度的に分析
する。

¢比較経済体制学会，日本EU学会 等

池本 修一 教授
Shuichi IKEMOTO D経 M

¡M社会保障論Ⅰ・Ⅱ
™日本及びドイツにおける社会保障制度の比較研究
£少子高齢社会の中で抜本的改革を迫られている
社会保障の実態を分析するとともに，その発展の
歴史及び理念についても，諸外国の事例を交えな
がら考察していく。

¢社会政策学会，日本ドイツ学会

小梛 治宣 教授
Harunobu ONAGI 公 M M

¡M経済政策論B Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™経済政策評価，生産性分析，人的資本分析
£経済政策の必要性や効果を，ミクロ経済学のモデ
ルに基づき，計量経済学の手法を用いて分析する。

¢日本経済学会，American Economic Association

小滝 一彦 教授
Kazuhiko ODAKI M D公

¡M人的資源管理論Ⅰ・Ⅱ／D経営学研究
™人的資源管理の理論的な発展を基礎に置き，今日
的な人的資源管理の日本的な展開を追究する。

£人的資源管理（Human Resource Management）の
制度的編成の基礎にある従業員業績のAMO理論に基
づき，人的資源管理の技術構造を理解するとともに，日
本企業における現在の人的資源管理事情を確認する。

¢日本労務学会，産業・組織心理学会

岩出 博 教授
Hiroshi IWADE M営

¡M生産管理論Ⅰ・Ⅱ／D経営学研究
™製造業におけるデリバリー管理手法の事例研究（生
産座席システム，リアルタイム需給運用管理法など）

£生産活動を中心とした管理技術論及び生産管理の理
論と応用をテーマに，トータル思考での生産管理に対す
る考え方，理論について理解できるように講義する。

¢日本経営工学会，日本設備管理学会，横断型基幹
科学技術研究団体連合（理事）

大場 允晶 教授
Masaaki OBA M DM 営

¡M統計学Ⅰ・Ⅱ／D統計学研究
™統計解析，マルコフモデル，待ち行列論，オペレー
ションズリサーチ

£確率論に基づく数理統計理論を概説する。推定・
仮説検定の基本的な概念を始めとし，多変量解析
の理論，さらにORモデルへの応用を学ぶ。

¢日本オペレーションズ・リサーチ学会，日本数学会

大澤 秀雄 教授
Hideo OSAWA M営

¡Mマーケティング論Ⅰ・Ⅱ／D商学研究
™マーケティング論，流通経済論
£マーケティングをマクロ的側面から理論的に把握
し，それを踏まえ，ミクロ的なセグメント，ターゲッ
ト，ポジショニングなどの戦略を理解し，さらに今日
のITマーケティングの方向やブランド価値を消費
者志向の視点から探る。

¢日本流通学会， 日本商業学会

江上 哲 教授
Satoshi EGAMI M D営

¡経営戦略論Ⅰ・Ⅱ
™企業の戦略と組織と実践の関係性について
£経営戦略論Ⅰでは，日本語文献を使用して，多様な
経営戦略観を学びます。経営戦略論Ⅱでは，英語文
献を使用して，近年の米国の経営戦略論研究の現
状について学びます。

¢日本経営学会，組織学会，経営戦略学会

大森 信 教授
Shin OMORI 営

¡M経済学史Ⅰ・Ⅱ
™19-20世紀転換期アメリカの経済社会思想の変
容，ヴェブレンの経済学再建構想の検討

£各自の研究計画をヒアリングした上で，受講生が取
り組みやすい共通の論点，時代，地域に関わる経済
学史上の古典を輪読し，その現代的意義や応用可
能性について議論します。

¢経済学史学会，進化経済学会

石田 教子 准教授
Noriko ISHIDA 経

¡M経営情報論Ⅰ・Ⅱ
™ビッグデータ工学・科学，計量書誌学
£情報収集やデータ分析等の理論や技術を学び，こ
れからを基に知見や価値を導き出す，という経営
マネジメントに資する情報分析のデザインコンセ
プトについて実践する。

¢情報処理学会，情報通信学会，日本データベース
学会

大槻 明 准教授
Akira OTSUKI 経

¡M基礎経営学Ⅰ・Ⅱ
™国際経営，国際人的資源，バイカルチャリズム，
　バウンダリー・スパナー，多文化主義
£英語の定番の教科書を講義の流れのベースにし
て，院生が「自主創造型研究者」として先行研究の
レビューを基に発表する。国際学会発表の練習の
場でもある。

¢AIB，AJBS，JAIBS，MNE，TMS，IASM

オルシニ  フィリップ 准教授
Philippe ORSINI 営

経

営

D D

M M

¡M金融システム論Ⅰ・Ⅱ
™金融機関及び金融市場の実証的研究
£金融機関の行動メカニズムを金融規制や金融行
政などの制度的要因に着目し，実証的な観点から
分析を行う。その際，学術論文や学術書を輪読し，
重要な点について議論する。

¢American Finance Association,日本経済学会，
日本金融学会 等

澤田 充 教授
Michiru SAWADA 金

¡M日本経済論Ⅰ・Ⅱ
™経済成長，景気循環，経済政策，産業，地域経済
　など日本経済に関する実証分析
£各自の研究計画に関連した分野の実証研究に
　必要となる，日本でのデータのアベイラビリティ，
　分析手法を学習し，先行研究の再現と批判的検討
を試みる。

¢日本経済学会，景気循環学会

佐久間 隆 教授
Takashi SAKUMA

¡Mゲーム理論Ⅰ・Ⅱ，上級ミクロ経済理論A Ⅰ・Ⅱ
　D理論経済学研究
™ゲーム理論
£ゲーム理論の基礎と応用
¢Econometric Society,American Economic 
Association 等

小林 信治 教授
Shinji KOBAYASHI 公金経 M D

¡M組織の経済学Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™組織経済学，生産性分析の理論や方法に基づいて
主に東アジア地域の企業を分析する。

£私的な売買を自由にできる「市場経済」の中で,中央計画的
な組織である企業がなぜ存在するのか,企業行動を制約す
るさまざまな要因は何か,企業成果を決める要因は何かな
どについて,組織経済学の理論と実証に基づいて学習する。

¢日本経済学会,American  Economic  Association

権 赫旭 教授
Hyeog Ug KWON M D

¡M比較経済体制論Ａ Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™比較経済体制の枠組み造り，ロシア経済の現状分
析，ロシア経済の歴史統計整備

£旧社会主義経済諸国の市場経済化に関する著作の
講読を考えているが，受講者の関心によっては，日米
欧の先進経済の比較などの著作も取り上げる。

¢比較経済体制学会

栖原 学 教授
Manabu SUHARA 経 M D

¡M商法Ⅰ，商法Ⅱ（企業法）
™社会的影響力による法規制の差異，経済対策と法
的安定の共存，法令遵守の重要性

£会社の種類，株式の公開・非公開，経営組織の違い
による会社法・金融商品取引法規制・判例の差異，
関連する民法・商法・経済法の知識，それぞれの問
題点，改正動向を講義。

¢日本私法学会 等

酒巻 俊之 教授
Toshiyuki SAKAMAKI M税

¡M経済統計学Ⅰ・Ⅱ
™標本調査理論，精度管理論，人口統計学，統計制度論
£国民経済計算を中心とした経済統計に関する国際
基準の体系及び概念を習得し，主要国の経済

　統計の分析を通じて経済動向を考察する。
¢日本統計学会，日本人口学会，International  
Statistical Institute

川﨑 茂 教授
Shigeru KAWASAKI 経 営

川出 真清 教授
Masumi KAWADE 公 M

¡M財政学Ⅰ・Ⅱ／D財政学研究
™世代内及び世代間の資源配分と財政再建に関す
る研究

£財政の法的制度や実際的運用を概観しながら，運営上の
課題や解決策を議論する。その際には，単なる文献調査だ
けではなく，近代経済学の規範的・実証的議論も重視する。

¢日本財政学会，日本経済学会，International  
Institute of Public Finance

Masumi KAWADE

¡M労使関係論Ⅰ・Ⅱ
™日英の労使関係，雇用関係に関する調査研究
£イギリスの労使関係を中心に，雇用・賃金・労働時間
問題について理論的・実践的に学習する。英文テキ
ストを使い，研究者としての資質も身につける。

¢社会政策学会，日本労務学会

木暮 雅夫 教授
Masao KOGURE M経

¡M空間経済学Ⅰ・Ⅱ
™経済活動の空間分布及び公共財の最適空間分
布に関する研究

£空間経済学（新しい経済地理学とも呼ばれる）の20
世紀末期から展開されてきた流れ，基本的な考え方，
重要なモデル及び分析手法について学習する。

¢日本経済学会，日本応用地域学会，日本国際経済学
会，日本貿易学会

呉 逸良 教授
Yiliang WU M

M

経

¡M経済思想史Ⅰ・Ⅱ
™アメリカ制度学派の研究
£論理の整合性の完全化の要因，歴史的要因，及び
知性史の要因を考慮に入れて，さまざまな経済思
想を考察し，それぞれの経済学の考え方が，現代経
済学に対していかなる意義を有するか解明する。

¢経済学史学会，経済教育学会

齋藤 宏之 教授
Hiroyuki SAITO M経

¡M景気循環論Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™日本のReal Timeデータベースを基に，戦後の金
融財政策の再評価，市場における期待形成過程の
検証。

£景気循環を題材としたFRB，IMFなどの公的機関の
論文を基に，景気循環の世界的な共変性，スピル
オーバー効果の計測について検討する予定である。

¢日本経済学会，日本金融学会，CIRET

小巻 泰之 教授
Yasuyuki KOMAKI M経 D

¡ミクロ経済理論
™Currently,I study cryptocurrency（i.e.,Bitcoin）using 
monetary and international economics frameworks. 
　I am also interested in economics of crime.
£My course focuses on preparing to build solid ability as an 
economist based on mathematics and statistics. The 
course begins with basic set theory and topology to end 
up with applications of them to several economic models.

¢日本国際経済学会，経済教育学会，Econometric 
Society，IEFS-Japan 等

齋藤 哲哉 准教授
Tetsuya SAITO 経

¡M公共政策論Ⅰ・Ⅱ
™リベラリズムの歴史の研究，政治経済学の規範的
理論の研究

£Ⅰでは，多様なリベラリズムの構想とその政策につ
いて歴史的に学ぶ。Ⅱでは，J.ロールズ『正義論』を
中心とした現代リベラリズムをめぐる論争につい
て学ぶ。受講生は報告する義務を負う。

¢日本政治学会，政治思想学会

金田 耕一 教授
Koichi KANADA 公 M

¡M上級マクロ経済理論Ａ Ⅰ・Ⅱ／D理論経済学研究
™マクロ経済学，経済成長論
£マクロ経済学の諸問題
¢日本経済学会，American Economic Association，
日本人口学会

金谷 貞男 教授
Sadao KANAYA 公金経 M D

D

経

公金

公金

経
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¡¡担当科目／研究指導科目 ™研究テーマ £講義内容 ¢所属学会 注）以下の内容は2017年度の授業科目と科目担当者です。変更される場合もあります。 ¡担当科目／研究指導科目 ™研究テーマ £講義内容  ¢所属学会 注）以下の内容は2017年度の授業科目と科目担当者です。変更される場合もあります。
博士前期課程
「演習」担当：経済コース ：金融コース ：公共経済コース ：経営コース ：会計コース ：税法コース ：経 金 公 営 会 税 博士後期課程

「演習」担当：M D 博士前期課程
「演習」担当：経済コース ：金融コース ：公共経済コース ：経営コース ：会計コース ：税法コース ：経 金 公 営 会 税 博士後期課程

「演習」担当：M D

¡M開発経済論Ⅰ・Ⅱ
™アジア･アフリカの開発問題及び地域経済協力
　に関する学際的アプローチからの研究
£開発とは経済的側面の充足のみならず，社会や制度
の変革も含む多元的な過程であるという認識を基
礎として，発展途上国の開発問題について研究する。

¢日本貿易学会，アジア政経学会 等

辻 忠博 教授
Tadahiro TSUJI M経

¡MコーポレートファイナンスⅠ・Ⅱ／D金融論研究
™企業金融に関する実証分析
£企業の資金調達の方法，資金調達と投資活動との
関係，企業価値の決定要因などに関する学術論文を
輪読しながら，どのような研究が重要かを議論する。

¢日本経済学会，法と経済学会

鶴田 大輔 教授
Daisuke TSURUTA M金

¡M産業組織論Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™公益事業，交通産業，エネルギー産業などを対象と
した産業組織論による分析

£本講義では，産業組織論の英文の標準的なテキスト
を輪読する。産業組織論の分析枠組みとその適用方
法について理解を深めることを主たる目的とする。

¢日本交通学会，International Association for 
Energy Economics, 日本海運経済学会，公益事
業学会，日本経済学会 等

手塚 広一郎 教授
Koichiro TEZUKA 経 M D

¡M公共経済学Ⅰ・Ⅱ／D財政学研究
™住宅政策，都市防災対策の政策評価，都市成長の
経済分析

£公共経済学の基礎理論とともに，実際の政策に反
映させるための政策技術を講義する。

¢都市住宅学会，不動産学会

中川 雅之 教授
Masayuki  NAKAGAWA 公 M D D

¡M金融論Ｂ Ⅰ・Ⅱ
™銀行規制，金融政策
£ミクロ経済学の知識（特に情報の経済学や契約理
論）を用いて，金融理論についての分析を行う。

¢日本経済学会，日本金融学会

豊福 建太 教授
Kenta TOYOFUKU 金 M

¡M情報処理論Ⅰ・Ⅱ／D情報科学研究　
™集合知情報の視覚化
£インターネットを利用したビジネスの鍵を握る
ｅコマースを実現する情報通信・データベース等
について学習し，コンテンツ制作による情報表現
法を探求する。

¢情報処理学会，IEEE，ACM，芸術科学会，サービ
ス学会

寺沢 幹雄 教授
Mikio TERASAWA 経 M D

D

営

¡M経営組織論Ⅰ・Ⅱ／D経営学研究
™組織行動論
£組織論及び組織行動論の基礎的理論（モティベー
ション，リーダーシップ，集団行動，組織文化，など）
を理解する。次にそれを踏まえて日常組織におけ
る諸問題を議論する。

¢組織学会，日本経営学会

西脇 暢子 教授
Nobuko NISHIWAKI MM 営

¡M管理会計論Ⅰ・Ⅱ
™公的部門の管理会計，組織変革と管理会計，経
営戦略と管理会計

£管理会計に関する専門知識を深めることによっ
て，さまざまな社会現象・組織現象を会計学的な
考え方によって理解する。

¢日本会計研究学会，日本原価計算研究学会

藤野 雅史 教授
Masafumi FUJINO 会 M

¡M中国経済論Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™現代中国の経済政策運営，マクロ経済管理
£中国のマクロ経済運営と経済管理を検討する。
1980年代以降の経済制度の改革が経済主体のイ
ンセンティブに作用した経路と，それらのマクロ経
済上の帰結（効用とリスク）について考察する。

¢中国経済経営学会，アジア政経学会

曽根 康雄 教授
Yasuo SONE 経 M D

¡M法人税法Ⅰ・Ⅱ／D税法研究
™わが国の経済の活性化に向けた税制のあり方
£企業会計基準を踏まえた上で，法人税法と国際課
税の基本的な規定及び趣旨，考え方を理解しても
らうとともに，基本的な判例をチェックする。税理士，
公認会計士の実務経験を踏まえた税務上の実例
も取り上げる。

¢IFA（国際租税法学会），日本経営管理学会

立川 正三郎 教授
Shozaburo TACHIKAWA M税 D

¡M経済政策論A Ⅰ・Ⅱ
™規制改革後の競争，推測的変動の推定
£競争政策について考える。Ⅰでは，自然独占産業の
競争促進策を考察する。Ⅱでは，市場支配力につい
て論じる。

¢日本経済学会，日本経済政策学会

竹中 康治 教授
Koji TAKENAKA M公

¡M経済学史Ⅰ・Ⅱ
™アメリカ制度派経済学の研究
£アメリカ旧制度派経済学の思想・学説を取り上げる。
19世紀後半から２０世紀前半のアメリカの社会経済
状況を踏まえ，前期ではT.ヴェブレン，後期ではJ.R.コモ
ンズ,W.C.ミッチェルの思想・学説を中心に検討する。

¢経済学史学会，進化経済学会，アメリカ経済思想
史研究会

塚本 隆夫 教授
Takao TSUKAMOTO M経

D

¡Mミクロ経済理論／D理論経済学研究
™ミクロ経済学を応用した住宅政策及び住宅の評
価の研究

£ミクロ経済理論を学び，現実の経済現象をミクロ
経済学を応用して分析する。

¢日本経済学会，日本経済政策学会，日本地域学会

廣野 桂子 教授
Keiko HIRONO M

¡Mミクロ経済理論
™応用ミクロ経済学
£数理的ミクロ経済学
¢日本経済学会

中村 靖彦 准教授
Yasuhiko NAKAMURA

¡環境経済論Ⅰ・Ⅱ
™消費と環境問題
£ミクロ・マクロの経済学の知識を用いて，実際の環
境政策や持続可能性指標などを，理論・政策効果
の両面から分析・評価する。

¢環境経済政策学会，日本経済政策学会 等

根本 志保子 教授
Shihoko NEMOTO 公

公金経

公金経

¡M財務会計論Ｃ Ⅰ・Ⅱ／D会計学研究
™統合報告の制度化を志向した国際財務報告論及
び非営利組織体の会計

£財務報告にかかわる概念フレームワークの形成
と，財務報告の信頼性と有効性をめぐる会計規制
のあり方について考察する。

¢日本会計研究学会，国際会計研究学会，非営利法
人研究学会

古庄 修 教授
Osamu  FURUSHO M会 D

¡M国際課税，資産税法／D税法研究
™税と社会貢献，国際貢献をテーマに，移転価格課税
をはじめとした国際課税問題等の研究を進めていく。

£国際課税の理解を深めるとともに，国際的租税回
避行為等への世界の動きなど，国際課税の今日的
な話題を考えていく。また，相続税を中心とした資
産課税の研究を行っていく。

¢日本税法学会，IFA（International Fiscal Association）

伏見 俊行 教授
Toshiyuki  FUSHIMI M D税

¡M経営学B Ⅰ・Ⅱ，基礎経営学Ⅰ・Ⅱ／D経営学研究
™経営哲学・経営思想の歴史，経営理念の国際比較
£経営学（マネジメント）という学問が生まれた背景
を知り，経営学の歴史的流れを学んだうえで，現代
経営が直面する諸問題について，理論とケースの
双方から考察する。

¢日本経営学会，経営哲学学会，経営学史学会

三井 泉 教授
Izumi MITSUI M D営

¡M法と経済学Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™法律や規制が，人々の行動の変化を通じて，資源配
分や所得分配に及ぼす影響の研究

£法律や規制には，達成すべき社会的目的がある。そ
の目的を実際に達成できるかどうかについて，具体
的な法律を対象に理論的・実証的な観点から批判
的に検討する。

¢日本経済学会，法と経済学会，都市住宅学会

山﨑 福壽 教授
Fukuju YAMAZAKI M公 D

¡M国際経営論Ⅰ・Ⅱ／D経営学研究
™外航海運業の国際人的資源管理
£主要な国際ビジネス理論に関する基本的な知識を
学習すると同時に，多国籍企業によって行われる
マーケティングや人的資源管理などの戦略につい
て，理論とケースの両面から分析を行う。

¢国際ビジネス研究学会，日本貿易学会 等

米澤 聡士 教授
Satoshi YONEZAWA 営 M

¡Mマクロ経済理論
™動学的マクロ経済学
£マクロ経済学に関して，英語の専門文献が読める
ようになることを最低限の目標にしている。数学的
な厳密性を重視しつつ，短期及び長期のマクロ経
済学を取り扱う。

¢日本経済学会，進化経済学会，Royal Economic 
Society 等

吉田 博之 教授
Hiroyuki YOSHIDA 公金経 M

¡MクレジットリスクマネジメントⅠ・Ⅱ
™社債やCDS等クレジット商品の価格形成メカニズ
ム，国債需給の分析

£ローン，社債・CDS等クレジット商品のリスク数量
化・評価，銀行の信用リスク管理手法。

¢日本ファイナンス学会,Econometric Society,
American Economic Association

渡邉 修士 教授
Shuji WATANABE M金

¡M会計学Ⅰ・Ⅱ,財務会計論B Ⅰ・Ⅱ／D会計学研究
™資本の有機的構成の高度化が会計理論形成に与
える影響について

£現代会計理論とそれを構成する会計諸概念の生
成と発展に関する研究。

¢日本経営会計学会，日本会計史学会

村田 直樹 教授
Naoki MURATA M会 D

D

¡M国際経済論Ⅰ・Ⅱ
™各国の為替制度選択と国際金融システムの安定性
£国境を越えるモノ（国際貿易），カネ（国際金融），
ヒトと企業がもたらす経済諸問題をどのように
考えるべきかを検討する。

¢日本国際経済学会，日本金融学会

南 雅一郎 准教授
Masaichiro MINAMI 経 M

¡M金融工学Ⅰ・Ⅱ／D金融論研究
™金融・証券市場の計量分析
£ポートフォリオ選択やオプション評価への理解を
深めるため,確率論・確率過程論を習得する。また, 
金融データ分析で利用される統計・計量分析の手
法を習得する。

¢日本経済学会, 日本統計学会，証券経済学会

三井 秀俊 教授
Hidetoshi MITSUI 金 M D D

¡M福祉経済論Ⅰ・Ⅱ／D経済政策論研究
™世代間再分配政策に関する研究，不確実性を考慮
した公的年金の最適規模に関する研究

£輪読を中心に進めていく。
¢日本経済学会，日本財政学会，American Economic 
Association，International Institute of Public 
Finance

宮里 尚三 教授
Naomi MIYAZATO 公 M
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：経済コース ：金融コース ：公共経済コース ：経営コース ：会計コース ：税法コース経 金 公 営 会 税

利便性の高い立地で積極的に学べる環境を提供
担当科目／研究指導科目

非常勤講師

※2017年度の授業科目（予定）と科目担当者です。変更さ
れる場合もあります。

加藤 智紀
Tomonori KATO

特殊講義Ⅰ（中小企業の市場開発Ⅰ・Ⅱ）

公

営

片岡 正行
Masayuki KATAOKA

企業会計法Ⅰ・Ⅱ

椛田 龍三
Ryuzo KABATA

金融会計論Ⅰ・Ⅱ

税 金
齋藤 真哉
Shinya SAITO

公会計論Ⅰ・Ⅱ

斎藤 重雄
Shigeo SAITO

マルクス経済学Ⅰ・Ⅱ

小林 幹雄
Mikio KOBAYASHI

国税通則法，国税微収法

会

瀬古 美喜
Miki SEKO

上級ミクロ経済理論B Ⅰ・Ⅱ

経

公金経
坂本 雅士
Masashi SAKAMOTO

所得税法Ⅰ，税務会計

平野 文彦
Fumihiko HIRANO

経営学A Ⅰ・Ⅱ

加藤 一誠
Kazusei KATO

アメリカ経済論Ⅰ・Ⅱ

経

施設／アクセス NIHON UNIV ERSIT Y  
Graduate  School  of  Economics

会

小池 信人
Nobuhito KOIKE

商法Ⅱ（企業法）

黒沢 義孝
Yoshitaka KUROSAWA

国際金融論Ⅰ，格付け評価論Ⅰ

税金

川崎 定昭
Sadaaki KAWASAKI

特殊講義Ⅰ（会計実務）

会

草原 光明
Mitsuaki KUSAHARA

工業経済論Ⅰ・Ⅱ

経

廣瀬 康
Ko HIROSE

特殊講義Ⅰ（金融市場と法制度）

税
福島 久一
Hisakazu FUKUSHIMA

中小企業論Ⅰ・Ⅱ

営
本多 光雄
Mitsuo HONDA

国際貿易論Ⅰ・Ⅱ

経

本間 祥介
Shosuke HONMA

経済成長論Ⅰ・Ⅱ

公金経
牧野 富夫
Tomio MAKINO

労働経済論Ⅰ・Ⅱ

経

湯谷 成人
Shigeto YUTANI

所得税法Ⅱ，消費税法

税

増田 賢司
Kenji MASUDA

経営統計学Ⅰ・Ⅱ

経

税

営

高橋 賢
Masaru TAKAHASHI

原価計算論Ⅰ・Ⅱ

会

新田 義彦
Yoshihiko NITTA

情報論Ⅰ・Ⅱ

営経
沼尾 波子
Namiko NUMAO

地方財政論Ⅰ・Ⅱ，租税論

営

村田 和彦
Kazuhiko MURATA

経営学C Ⅰ・Ⅱ

山本 拓
Taku YAMAMOTO

計量経済学Ⅰ・Ⅱ

営 公金経

経
小川 直宏
Naohiro OGAWA

人口経済論Ⅰ・Ⅱ

角田 収
Osamu KAKUTA

マルクス経済学Ⅰ・Ⅱ

公金経

今福 愛志
Aishi IMAFUKU

会計学Ⅰ・Ⅱ，財務会計論A Ⅰ・Ⅱ

会

税

税公

JR水道橋駅

白山通り

地下鉄神保町駅 →

JR御茶ノ水駅 →

2号館

8号館

3号館（図書館）

本館

7号館
（大学院経済学研究科）

法学部図書館

地下鉄水道橋駅

アクセス
■ JR中央・総武線（各駅停車） 水道橋駅東口より徒歩2分
■ 都営三田線 水道橋駅A1・A2出口より徒歩3分
■ 都営新宿線，都営三田線，東京メトロ半蔵門線
　 神保町駅A4・A5出口より徒歩5分

都内の各主要駅からすぐにアクセス！

※数字は，水道橋駅，または神保町駅までの最短所要時間を表しています。

品川目黒

渋谷

永田町 神保町
水道橋

御茶ノ水

西日暮里

巣鴨 駒込

池袋

秋葉原

神田

東京

市ヶ谷

20
min

13
min

13
min

20
min

11
min

経済学研究科

　本研究科は7号館にあり，
10階及び11階が大学院フロ
アになっています。JR水道橋
駅徒歩2分というアクセスの
良さに加え，講義・ゼミ室，PC
ルームや自習室などの学習施
設を完備。便利で機能的な
研究環境を提供しています。

経済学部7号館
エントランスホール

　本館には，学生食堂（地下1階）や，購買部
（地下１階），PCコーナーを設けるなど，学生生活
に必要なさまざまな施設を完備しています。

経済学部本館

エントランスホール
1F
2F

14F
13F
12F

11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F

3F

入
試
係

講
義･

ゼ
ミ
室

自
習
室

大
学
院
フ
ロ
ア

経済学部7号館

　2017年4月に開館した新図書館は約42万冊の
蔵書と，経済・社会関係の雑誌約6,000タイトルを所蔵
し，経済関係の専門書を豊富に揃えています。更に50
種類以上の電子資料の利用ができ，統計資料や学術
雑誌等を閲覧できる充実した施設となっております。
また，全学部の図書館を利用でき，その蔵書は500万
冊以上にのぼります。

図書館

都営新宿線
東京メトロ半蔵門線
東京メトロ千代田線

東京メトロ南北線
東京メトロ丸ノ内線
東京メトロ有楽町線

JR山手線
JR総武線
JR中央線
都営三田線

新宿

施設・環境
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募集概要／学費

①大学を卒業した者及び2018年3月までに卒業見込みの者
②学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者及び2018年3月までに学位を授与される見込みの者
③外国において，学校教育における16年の課程を修了した者及び2018年3月までに修了見込みの者
④外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者及び2018年
3月までに修了見込みの者

⑤我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外
国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び2018年3月までに修了
見込みの者

⑥専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを
文部科学大臣が定める日以降に修了した者及び2018年3月までに修了見込みの者

⑦文部科学大臣の指定した者
⑧学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって，本大学院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
⑨本大学院において，個別の出願資格認定審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，22歳に達した者及び2018年3月までに
22歳に達する者

※「出願資格⑧・⑨」により出願しようとする者については，出願資格認定審査を行いますので，出願前に必ず入試係へお問い合わせください。
※一定の要件を満たした場合に外国の学校教育における16年に満たない課程を修了した者に対し，大学院の入学資格を付与すること等を定めた学校教
育法施行規則の一部を改正する省令（平成28年文部科学省令第19号）が2016年4月1日に施行されました。それに伴い，出願資格に変更が生じた場合
は本研究科ホームページで公表いたします。

出願資格

選考方法
①研究計画書審査
　研究計画書：研究テーマ・研究内容等を本研究科所定の様式に
　従い3,000字程度で作成し，出願時に提出してください。

②筆記試験
　外国語：英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・スペイン語・日本
語（外国人留学生のみ）のうち，自国語を除く1か国語を選択（研究計画
書審査に合格した者にのみ筆記試験を行います。）
※本研究科で用意した辞書の使用を認めます。
※英語を選択する者が，次のいずれかの条件を満たす場合は，外国語試験を免除します。
　①TOEFL® Score iBT 64点以上の者　②TOEIC® Score 675点以上の者
　③IELTS Band（overall）5.5以上の者

③口述試問
　筆記試験に合格した者にのみ専攻分野に関する口述試問を行います。

【出願資格】
①大学（通信教育課程を含む）を卒業した者
②学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
③外国において，学校教育における16年の課程を修了した者
④外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
⑤我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る）を有するものとして当該外
国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

⑥専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを
文部科学大臣が定める日以降に修了した者

⑦文部科学大臣の指定した者
⑧学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって，本大学院において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
⑨本大学院において，個別の出願資格認定審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

【出願要件】
出願資格①から⑨のいずれかに該当する者で，就業・ボランティア等の経験を有し，24歳に達した者及び2018年3月までに24歳に達する者 

※「出願資格⑧・⑨」により出願しようとする者については，出願資格認定審査を行いますので，出願前に必ず入試係へお問い合わせください。
※一定の要件を満たした場合に外国の学校教育における16年に満たない課程を修了した者に対し，大学院の入学資格を付与すること等を定めた学校教
育法施行規則の一部を改正する省令（平成28年文部科学省令第19号）が2016年4月1日に施行されました。それに伴い，出願資格に変更が生じた場合
は本研究科ホームページで公表いたします。

①研究計画書審査
研究計画書：研究テーマ・研究内容等を本研究科所定の様式に
従い，3,000字程度で作成し，出願時に提出してください。

②口述試問
研究計画書審査に合格した者にのみ専攻分野に関する口述試問を
行います。

出願資格・要件

選考方法

博士前期課程［社会人入試］

博士前期課程［一般入試］

博士前期課程

30名経済学専攻

博士後期課程

6名

募集人員

入試日程

入試区分 出 願 期 間 試 験日研究計画書
合格発表日 最終合格発表日

博士
前期課程
（第1期）

博士
前期課程

博士
前期課程
（第2期）

博士
後期課程

入学手続期間

専攻 課 程

基本情報

一般

社会人

外国人
留学生

外国人
留学生

一般

社会人

一般

筆記試験

口述試問

口述試問

筆記試験

口述試問

筆記試験

口述試問

筆記試験

口述試問

9月25日（月）

9月25日（月）

9月25日（月）

2月22日（木）

2月22日（木）

2月22日（木）

2月22日（木）

9月7日（木）

9月7日（木）

9月7日（木）

2月8日（木）

2月8日（木）

2月8日（木）

2月8日（木）

9月17日（日）

9月17日（日）

9月17日（日）

9月17日（日）

2月17日（土）

2月17日（土）

2月17日（土）

2月17日（土）

2月17日（土）

9月17日（日）

2月17日（土）

2017年9月25日（月）
～10月10日（火）

2017年9月25日（月）
～10月10日（火）

2017年9月25日（月）
～10月10日（火）

2018年2月22日（木）
～3月8日（木）

2018年2月22日（木）
～3月8日（木）

2018年2月22日（木）
～3月8日（木）

2017年8月7日（月）
～8月18日（金）

2017年8月7日（月）
～8月18日（金）

2017年8月7日（月）
～8月18日（金）

2018年1月9日（火）
～1月15日（月）

2018年1月9日（火）
～1月15日（月）

2018年1月9日（火）
～1月15日（月）

2月17日（土）
2018年2月22日（木）

～3月8日（木）
2018年1月9日（火）
～1月15日（月）

筆記試験

口述試問

口述試問

一般

社会人

合計

外国人留学生

一般

外国人留学生

合計

■ 博士後期課程入試データ

■ 博士前期課程入試データ

項目

項目

項目

入試結果データ

志願者数

13

16

29

合格者数

3

13

16

2017年度入試（第1期）

2017年度入試

2017年度入試

志願者数

15

37

52

志願者数

3

合格者数

2

14

16

2017年度入試（第2期）

志願者数

2

0

2

合格者数

2

0

2

合格者数

1

志願者数

6

9

15

合格者数

3

6

9

2016年度入試（第1期）

2016年度入試

2016年度入試

志願者数

9

26

35

志願者数

6

合格者数

1

22

23

2016年度入試（第2期）

志願者数

5

0

5

合格者数

4

0

4

合格者数

0

志願者数

2

19

21

合格者数

1

12

13

2015年度入試（第1期）

2015年度入試

2015年度入試

志願者数

4

33

37

志願者数

2

合格者数

1

14

15

2015年度入試（第2期）

志願者数

1

0

1

合格者数

0

0

0

合格者数

1

出願にあたっては必ず入学試験要項をご確認ください。

※志願者は，出願前に志望する研究指導教員にその研究分野
　及び研究内容について確認することをお勧めします。
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募集概要／学費

選考方法

①研究計画書審査
　研究計画書：研究テーマ・研究内容等を本研究科所定の様式に従い，
4,000字程度で作成し，出願時に提出してください。

②筆記試験
　外国語：英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・スペイン語・日本
語（外国人留学生のみ）のうち，自国語を除く1か国語を選択（研究計画
書審査に合格した者にのみ筆記試験を行います。）
※本研究科で用意した辞書の使用を認めます。

③口述試問
　筆記試験に合格した者にのみ専攻分野に関する口述試問を行います。

出願資格

選考方法

①外国において学校教育における16年の課程を修了した者及び2018年3月31日までに修了見込みの者
②本大学院において，個別の出願資格認定審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，22歳に達した者及び2018年3月31日
までに22歳に達する者

※「出願資格②」により出願しようとする者については，出願資格認定審査を行いますので，以下のウェブサイトにて審査手順の詳細を確認の上，所定の
締切日までに必要書類を提出してください。

①研究計画書審査　
研究計画書：研究テーマ・研究内容等を本研究科所定の様式に従い
3,000字程度で作成し，出願時に提出してください。

②筆記試験　
日本語（研究計画書審査に合格した者にのみ筆記試験を行います。）
※本研究科で用意した辞書の使用を認めます。

③口述試問
筆記試験に合格した者にのみ専攻分野に関する口述試問を行います。

出願資格

外国人留学生入試に関する注意

博士後期課程［一般入試］

①修士の学位若しくは専門職学位を有する者及び2018年3月までに取得見込みの者
②外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び2018年3月までに学位を授与される見込みの者
③外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び2018年3月
までに授与される見込みの者

④我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に
指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び2018年3月までに授与される見込みの者

⑤国際連合大学の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された者及び2018年3月までに授与される見込みの者
⑥外国の学校，上記第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，修士論文又は特定課題の研究成果の審査と試験の合格に
代える審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

⑦文部科学大臣の指定した者
⑧本大学院において，個別の出願資格認定審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上があると認めた者で，24歳に達した者及び
2018年3月までに24歳に達する者

※「出願資格⑧」により出願しようとする者については，出願資格認定審査を行いますので，出願前に必ず入試係へお問い合わせください。

①外国において学校教育における12年の課程を修了したのち，日本の短期大学あるいは大学を卒業した者及び卒業見込みの者が大学院博士前期課程
に入学を希望する場合は，原則として日本人と同一の試験（一般入試）を受験しなければなりません。

②出願は,ホームページ上の入力フォームに必要事項を入力して送信したものを印刷し,郵送する方法（インターネット出願）のみで受け付けます。

※出願先は日本大学本部学務部入学課となります。
【問い合わせ先】 日本大学本部学務部入学課  〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24　TEL.03（5275）8311　
                                                        　　http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/

博士前期課程［外国人留学生入試］

［日本大学本部学務部入学課ウェブサイト］ http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/

本学が志願者からの出願手続等により取得した個人情報については，入学試験の遂行，各種統計・調査及び入学手続処理のために利用します。これらの個人情報について
は，上記に明示する利用目的にのみ使用し，本学及び本学から当該業務の委託を受けた業者において，その利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用することはありません。

個人情報の取扱いについて

①研究計画書審査　
研究計画書：研究テーマ・研究内容等を本研究科所定の様式に従い
4,000字程度で作成し，出願時に提出してください。

②筆記試験　
外国語：英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ロシア語・スペイン語・日本
語のうち，自国語を除く１か国語を選択
※本研究科で用意した辞書の使用を認めます。

論文：日本語による試験です。
（研究計画書審査に合格した者にのみ筆記試験を行います。）

③口述試問
筆記試験に合格した者にのみ専攻分野に関する口述試問を行います。

出願資格

選考方法

①外国の大学で修士の学位又は専門職学位に相当する学位を取得した者及び2018年3月31日までに取得見込みの者 
②本大学院において，個別の出願資格認定審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達した者
及び2018年3月31日までに2４歳に達する者

※「出願資格②」により出願しようとする者については，出願資格認定審査を行いますので，以下のウェブサイトにて審査手順の詳細を確認の上，所定の
締切日までに必要書類を提出してください。

外国人留学生入試に関する注意
①日本の大学院（博士前期課程または修士課程）を修了した者及び修了見込みの者が大学院博士後期課程に入学を希望する場合は，原則として日本人
と同一の試験（一般入試）を受験しなければなりません。

②出願は,ホームページ上の入力フォームに必要事項を入力して送信したものを印刷し，郵送する方法（インターネット出願）のみで受け付けます。

※出願先は日本大学本部学務部入学課となります。
【問い合わせ先】 日本大学本部学務部入学課  〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24　TEL.03（5275）8311　
                                                        　　http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/

博士後期課程［外国人留学生入試］

■博士前期課程 ■博士後期課程

＊1 本大学を卒業した者または本大学院を修了した者の入学金は免除されます。
＊2 「日本大学校友会準会員（在学生）年会費」については，日本大学校友会からの代理徴収金で前学期授業料納入時に徴収します。

※納入金額は変更になる場合がありますので，必ず募集要項（入学試験要項）をご確認ください。

（単位：円）（単位：円）

学費 （2018年度入学者納入金〈予定〉）

［日本大学本部学務部入学課ウェブサイト］ http://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/international/

■科目等履修生
　大学を卒業した者又は本研究科においてそれと同等以上の学力を有すると認め
た者で，大学院博士前期課程の授業科目の履修を希望する者に対して，選考の上，
科目等履修生として入学を許可します。

■研究生
　大学院博士前期課程もしくは修士課程を修了した者又は本研究科においてこれ
と同等以上の学力を有するものと認めた者で，本研究科において研究に従事する
ことを希望する者に対し，選考の上，研究生として入学を許可します。

科目等履修生及び研究生について　（詳細については，教務課TEL.03（3219）3341へお問い合わせください）

初年度 の納入金 次年度の納入金

入学金＊1

授業料

施設設備資金

日本大学校友会準会員＊2
（在学生）年会費

計

項目

ー  　

365,000

85,000

ー  　

450,000

200,000

730,000

170,000

10,000

1,110,000

365,000

85,000

10,000

460,000

365,000

85,000

ー  　

450,000

730,000

170,000

10,000

910,000

入学手続時
納入金（前学期）

9月の納入金
（後学期） 前学期（4月）後学期（9月）計 計

初 年 度 の 納 入 金 次 年 度 以降の納入金

入学金＊1

授業料

施設設備資金

日本大学校友会準会員＊2
（在学生）年会費

計

200,000

365,000

85,000

10,000

660,000

項目

ー  　

365,000

85,000

ー  　

450,000

200,000

730,000

170,000

10,000

1,110,000

365,000

85,000

10,000

460,000

365,000

85,000

ー  　

450,000

730,000

170,000

10,000

910,000

入学手続時
納入金（前学期）

9月の納入金
（後学期） 前学期（4月）後学期（9月）計 計

200,000

365,000

85,000

10,000

660,000

出願にあたっては必ず入学試験要項をご確認ください。
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