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経済学部7号館
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。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。
経済学部本館
本館には、学生食堂や、購買部、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。
図書館
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。

■最寄り駅から大学までの所要時間
　JR中央・総武線 
　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

■ターミナル駅から水道橋駅までの所要時間
　●JR東京駅より10分
　●JR上野駅より15分
　●羽田空港より45分
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日本大学大学院経済学研究科は、研究にも資格取得にも対応した充実の 6コースを設置。
多彩な専門科目群と教育への情熱あふれる各分野のエキスパートである教授陣、
そして社会人が学びやすい昼夜開講制＆都心型ロケーションにより、
学びたいときに、学びたいことを、確実に学べる大学院としての環境を整えています。

学びの流れ

学びの概要

博士前期課程設置科目 研究指導科目と科目担当者

現代社会の動向を見据えた最先端の〝経済学〟がここに

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
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（Bloombergを
活用したファイナンス）

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）
特殊講義Ⅰ（国税争訟）
特殊講義Ⅰ（企業取引課税）
特殊講義Ⅰ（住民税･事業税）

外国書研究Ⅰ・Ⅱ
特殊講義Ⅰ・Ⅱ
演習
学位論文
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科目担当者研究指導科目 科目担当者研究指導科目

金谷貞男　［教授・Ph.D.］
小林信治　［教授・Ph.D.］
丸田利昌　［教授・Ph.D.］
リ　　ケ　［教授・Ph.D.］
廣野桂子　［教授・博士（経済学）］
中村靖彦　［准教授・博士（経済学）］

大澤秀雄　［特任教授・理学博士］

浅田義久　［教授］
池本修一　［教授］
小滝一彦　［教授・Ph.D.］
権　赫旭　［教授・博士（経済学）］
曽根康雄　［教授・博士（学術）］
手塚広一郎　［教授・博士（商学）］
宮里尚三　［教授］
村上直樹　［教授・経済学博士］
村田安寧　［教授・博士（経済学）］
山﨑福壽　［教授・経済学博士］

金田耕一　［教授・博士（政治学）］
川出真清　［教授］
中川雅之　［教授・博士（経済学）］

鶴田大輔　［教授・博士（経済学）］
三井秀俊　［教授・博士（経済学）］

大場允晶　［特任教授・博士（工学）］
西脇暢子　［教授・博士（経済学）］
三井　泉　［教授・経営学博士］
米澤聡士　［教授・博士（商学）］

古庄　修　［教授・博士（プロフェッショナル会計学）］
村田直樹　［教授・博士（経済学）］

江上　哲　［教授・博士（商学）］

岡根秀規　［教授］
橘　光伸　［教授］
伏見俊行　［教授］

大槻　明　［准教授・博士（工学）］
寺沢幹雄　［教授・博士（工学）］

財政学研究

商学研究

統計学研究

経済史研究

社会政策論研究

経済政策論研究

理論経済学研究

学位論文

情報科学研究

税法研究

会計学研究

経営学研究

金融論研究

［博士前期課程］  標準修業年限２年（在学４年まで） ［博士後期課程］  標準修業年限３年（在学６年まで）

1年次
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。

2年次
論文作成を中心に
論文作成を中心に
取り組みます。

出願時

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。

希望通りの学びを選択するために
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。

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。

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。

修士論文テーマ決定
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。

中間発表の要旨づくり
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。

修士論文中間発表
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。

サポート

step 1 step 2 step 3 step 4 step 5

修士論文執筆
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。

修士論文提出
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。

博士論文執筆
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。

博士論文提出
「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。

step 6 step 7 step 8

論文テーマを絞り込むために
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。

サポート 論文を仕上げるために
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。

個別サポート
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。

個別サポート
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。

サポート

修
士
号
取
得

修
士
号
取
得

大学院QR

※すべて英語で行う授業もあります
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担当者授業科目

担当者授業科目

担当者授業科目

担当者授業科目

担当者授業科目

コース紹介

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

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

担当者授業科目
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

山下雄司　［准教授･博士（商学）］
塚本隆夫　［特任教授］
石田教子　［准教授･博士（経済学）］
齋藤宏之　［教授］

国際経済論Ⅰ・Ⅱ

開発経済論Ⅰ・Ⅱ
比較経済体制論A Ⅰ・Ⅱ
比較経済体制論B Ⅰ・Ⅱ
景気循環論Ⅰ・Ⅱ

国際貿易論Ⅰ・Ⅱ

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

井尻直彦　［教授］
南雅一郎　［准教授］　
リ　　ケ　［教授・Ph.D.］
栖原　学　［講師］　
池本修一　［教授］

本多光雄　［講師・博士（経済学）］
村田安寧　［教授・博士（経済学）］

小川直宏　［講師・Pｈ.D.］
手塚広一郎［教授・博士（商学）］
木暮雅夫　［教授］
草原光明　［講師］

佐久間隆　［教授］
加藤一誠　［講師・博士（経済学）］
曽根康雄　［教授・博士（学術）］
村上直樹　［教授・経済学博士］

呉　逸良　［教授・博士（経済学）］

吉田博之　［教授・博士（経済学）］
金谷貞男　［教授・Pｈ.D.］

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）］
小林信治　［教授・Pｈ.D.］
リ　　ケ　［教授・Ph.D.］
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］
小林信治　［教授・Pｈ.D.］
丸田利晶　［教授・Pｈ.D.］
本間祥介　［講師］
山本　拓　［講師・Pｈ.D.］
行武憲史　［准教授・博士（経済学）］
権　赫旭　［教授・博士（経済学）］
大澤秀雄　［特任教授・理学博士］
川﨑　茂　［特任教授］
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）］

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、経済理論、経済史・経済学史、経済現状分析、ま
た数理科学・情報など、経済学とその関連分野の研究に取り組

みます。経済学の基礎理論や思想を修得すると同時に、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。

理論分析、実証分析、歴史分析といった、さまざまな分析手法を
身につけながら、各自の関心あるテーマについて研究を行いま
す。日本経済や各国経済を取り上げて、その国の産業動向やマ
クロ経済動向、また、国際経済全般について貿易や金融制度な
ど広く研究ができます。

経済史分野では、社会経済現象について歴史を掘り下げた考
察を行うことにより、その意義について考えていきます。また経
済学史分野では、経済学の歴史、経済思想の歴史について研究
を深めます。

先般、米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界同時
不況によって、金融の重要性がますますクローズアップされる
ようになりました。
このような社会情勢と人材ニーズを踏まえて、本学は学部に金
融公共経済学科を設置。そして経済学研究科としては金融分野
を専門とする教員を多数擁する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。

公共経済学とその関連領域をメインに学ぶコースです。
現代社会は、地球環境、都市問題、少子・高齢化など、国や自治
体が取り扱うべき課題が高度化・多様化するとともに増大して
おり、より高度な公共経済分野の知識が求められています。本
コースは、公共経済における学術理論から、政策形成などの実
践までを幅広く指導。研究職志望者や現職公務員、そして公務
員志望者が高度な知識と実践力を習得することができる教育
研究を展開しています。

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
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

小梛治宣　［教授］
宮里尚三　［教授］
金田耕一　［教授・博士（政治学）］
吉田博之　［教授・博士（経済学）］
金谷貞男　［教授・Pｈ.D.］

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）］
小林信治　［教授・Pｈ.D.］
リ　　ケ　［教授・Ph.D.］
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］
小林信治　［教授・Pｈ.D.］
丸田利晶　［教授・Pｈ.D.］
本間祥介　［講師］
山本　拓　［講師・Pｈ.D.］
行武憲史　［准教授・博士（経済学）］
権　赫旭　［教授・博士（経済学）］

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
地方財政論Ⅱ
交通経済論Ⅰ・Ⅱ
財政学Ⅰ・Ⅱ
経済政策論A Ⅰ・Ⅱ
経済政策論B Ⅰ・Ⅱ
法と経済学Ⅰ・Ⅱ

中川雅之　［教授・博士（経済学）］
浅田義久　［教授］
村田安寧　［教授・博士（経済学）］
根本志保子［教授・博士（経済学）］
沼尾波子　［講師］

川出真清　［教授］
竹中康治　［教授］
小滝一彦　［教授・Pｈ.D.］
山﨑福壽　［教授・経済学博士］

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

渡邉修士　［教授・Pｈ.D.］
三井秀俊　［教授・博士（経済学）］
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.］

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）］
小林信治　［教授・Pｈ.D.］
リ　　ケ　［教授・Ph.D.］
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］
小林信治　［教授・Pｈ.D.］
丸田利晶　［教授・Pｈ.D.］
本間祥介　［講師］
山本　拓　［講師・Pｈ.D.］
行武憲史　［准教授・博士（経済学）］
権　赫旭　［教授・博士（経済学）］

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

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・博士（経済学）］
澤田　充　［教授・博士（経済学）］

経済コース 金融コース
日本と世界の経済の動きを理解するための研究を展開する 次代の金融ビジネスを動かすスペシャリストを育成する

公共経済コース
確かな理論と政策力で、変化し続ける現実を見据える

  Category 1

経済理論／数理科学・情報

  Category 2

経済史・経済学史

  Category 3

応用経済

（Bloombergを活用した
  ファイナンス入門）
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担当者授業科目

担当者授業科目

担当者授業科目

担当者授業科目

担当者授業科目

日本大学大学院経済学研究科の博士課程に在学す
る学生の海外留学を支援することを目的に、毎年若

干名を海外に派遣する制度です。奨学金として年額180万円
（複数名の場合は均等割額）が派遣者に給付されます。

コース紹介 学生サポート

ニチケイのアドミッション・ポリシー

本コースは会計学を構成する重要な領域についての必須知識
及び技能を身につけた高度会計専門職を養成します。会計関連
科目の免除を希望する税理士志望者にも適したコースです。
会計を構成する3領域（財務、管理、監査）は、それぞれ独立した
機能と構造をもちながら、相互に密接な関係をもち、一体となっ
て企業の経済活動のサポートをしています。この本質を踏まえ、
本コースに所属する学生は会計学の理論を改めて習得した後、
各専門領域を研究します。

税法に関する深い理解と必須の知識の習得ができるコースで
す。その幅広く実践的な知識が習得できるカリキュラムは、社会
的に高く評価されています。
演習のほか、各税法の考え方を深く追究する講義を開講。将来、
高度専門職業人として活躍するには、専門の税法以外にも、さ
まざまな周辺分野の勉強が必要となるため、会計学、民法、商
法、経済学、経営学などの科目を幅広く学び、変動し続ける経済
社会の本質を見据える目を養います。

本コースは、経営学の研究者や企業経営コンサルタント志望
者、実務経験を理論的に再構築し深めたいビジネス・パーソン、
また組織管理の高度化を求める企業経営者など、それぞれの立
場で必要となる経営の理論を中心に探究できる教育研究を展
開しています。経営学を中心に据えながら、細分化された研究
領域に関しても理論的な分析を深める科目を設置。近年注目さ
れるNPO事業やベンチャー・ビジネス等にも対応するなど、時
代のニーズに応えるカリキュラム編成となっています。

日本大学大学院経済学研究科の博士課程に在学す
る学生のうち、将来教育・研究者を志す方に支給され

るもので、選考は研究計画書、外国語筆記試験、口述試問、学業
成績の4点で行われます。授業料、施設設備資金に相当する約
90万円、及び図書費として40万円の合計130万円が支給され
ます。　
※ただし、複数名が授与される場合、按分した額となります。

さまざまな制度を通じて、研究生活をサポート

■日本大学経済学部特別研究生制度

元アメリカ合衆国司法長官ロバート・F・ケネディによる奨学基
金から、大学院在学中の学生で、学業成績・人物が優れている
者に対し、年額20万円の奨学金が給付される制度です。

■ロバート・F・ケネディ奨学金制度

日本学生支援機構の大学院奨学金には、「第一種奨学金（無利
子）」と「第二種奨学金（有利子）」があり、成績優秀、品行方正か
つ健康な大学院生で、経済的理由により就学が困難な者を対象
とした奨学金制度です。大学院の標準修業年数の間、奨学金が
貸与されます。なお、第一種奨学金には成績優秀者に返還が免
除される制度もあります。

■日本学生支援機構奨学金制度

元理事長・会頭古田重二良氏の功績を記念して創設された日本
大学古田奨学基金から、大学院在学中の学生で、学業成績・人
物が優れている者に対し、年額20万円の奨学金が給付される
制度です。

■古田奨学金制度

■アドミッション・ポリシー

日本大学創立100周年記念外国人留学生奨学金
私費留学生として、大学院に在籍している学業成績・人物が優
れている者を対象に選考のうえ、授業料相当額を給付します。

■外国人留学生のための奨学金制度

ティーチング・アシスタント（TA）制度とは、優秀な大学院学生
に対し一定の教育的配慮のもとにTAが必要と認められた授業
科目の担当教員の指示により、教育補助業務を行わせる制度で
す。将来研究者、教育者を志す学生にとっては、教員のフォロー
をすることで、教育者としてのマネジメントを疑似的に体験する
ことができます。また、これに対する手当の支給により、大学院
学生の処遇の充実を図ることも目的としています。

■経済学研究科ティーチング・アシスタント（TA）制度

■日本大学大学院海外派遣奨学生制度
日本大学大学院経済学研究科の博士課程に在学す
る学生で、指導教員の指導により、研究発表を行う者

に対し、学会発表にかかる交通費、宿泊費及び学会参加費（1年
間につき10万円程度）を補助する制度です。

■経済学研究科学生の学会発表に対する補助金支給制度

奨学金制度

研究支援制度

QR

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）
特殊講義Ⅰ（企業取引課税）
特殊講義Ⅰ（住民税･事業税）
特殊講義Ⅰ（国税争訟）

伏見俊行　［教授］
岡根秀規　［教授］
小林幹雄　［講師］
小林幹雄　［講師］

坂本雅士　［講師］
酒巻俊之　［教授］
酒巻俊之　［教授］
小池信人　［講師］
片岡正行　［講師］
沼尾波子　［講師］
廣瀬　康　［講師］
坂本雅士　［講師］
辻　弘昭　［講師］
岡根秀規　［教授］

法人税法Ⅰ・Ⅱ
所得税法Ⅰ・Ⅱ
資産税法

立川正三郎［講師］
橘　光伸　［教授］
伏見俊行　［教授］

会計学Ⅰ・Ⅱ

財務会計論A Ⅰ・Ⅱ
財務会計論B Ⅰ・Ⅱ
財務会計論C 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）

村田直樹　［教授・博士（経済学）］
今福愛志　［講師・博士（経済学）］
今福愛志　［講師・博士（経済学）］
村田直樹　［教授・博士（経済学）］
古庄　修　［教授・博士（プロフェッショナル会計学）］
藤野雅史　［教授・博士（商学）］
石川恵子　［教授・博士（経営学）］
高橋　賢　［講師・博士（商学）］
椛田龍三　［講師・博士（経済学）］
齋藤真哉　［講師］
川崎定昭　［講師］

経営コース
ビジネスを成功に導く、確かな理論と戦略的な思考力を養成する

会計コース
多様化する企業経営に対応できる理論と実践力を習得する

税法コース
社会の本質を見据える目を養い、税務のエキスパートをめざす

経営学A Ⅰ・Ⅱ

経営学B Ⅰ・Ⅱ

経営学C Ⅰ・Ⅱ

基礎経営学Ⅰ・Ⅱ

孫　徳峰　［専任講師・博士（経済学）］
平野文彦　［講師］
三井　泉　［教授・経営学博士］
オルシニ・フィリップ　［准教授］
村田和彦　［講師・商学博士］
三井　泉　［教授・経営学博士］
オルシニ・フィリップ　［准教授］
孫　徳峰　［専任講師・博士（経済学）］
平野文彦　［講師］

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）
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

村田和彦　［講師・商学博士］

大森　信　［教授・博士（経営学）］

西脇暢子　［教授・博士（経済学）］
大場允晶　［特任教授・博士（工学）］

江上　哲　［教授・博士（商学）］
米澤聡士　［教授・博士（商学）］

福島久一　［講師・博士（経済学）］

加藤智紀　［講師］
大澤秀雄　［特任教授・理学博士］
川﨑　茂　［特任教授］
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）］

対　象
博士前期

博士後期

対　象
博士前期

博士後期

対　象
博士前期

博士後期


