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経済学専攻では、将来独立した研究活動を行うのに必要な研
究能力の養成（研究者の養成）と、高度な専門性を持つ職業
に必要な知識を授ける高度専門職業人の養成という２つを教育目
標としています。その目標を達成すべく、開講科目の多様化や社会
人入試の実施などを行っています。カリキュラムは経済情勢の変
化に合わせて見直しており、実験経済学のような新しい分野にも力
を注いでいます。提携している８大学の大学院で受講することも可
能です。授業は講義・演習ともその授業密度は濃く、高度な経済
理論を学ぶのに適した環境です。また、最近のわが国をはじめ諸
外国の経済の実態は、景気や財政・金融をはじめ多種多様な問
題が山積しています。その実態の解明とその対応策を考察することのできる力を、理論、制度、
歴史など様々な視点で検討することで養います。そしてインプリケーションのある論文を執筆でき
る能力を養うために、知識ばかりでなく、制度・実証分析を通して、「問題発見能力」と「問
題解決能力」の育成に努めることにも心がけています。このように経済学専攻は、「専門性」と

「多様性」を備え、「洞察力」と「解決能力」に優れた研究教育者の育成をはじめ、キャ
リアアップ、生涯教育などに資する教育に努めています。

人材養成上の目的・教育目標

●  博士前期課程　 
景気や財政･金融をはじめ多種多様な問題の実態の解明と対応策を考察することのできる力と、理論、
制度、歴史の実証的な研究能力を持つ人材の養成を目標とする。

●  博士後期課程
将来独立した研究活動を行うのに必要な研究能力の養成を目的とした「専門性」を備え、「洞察力」
と「解決能力」に優れた研究教育者の養成、または高度な専門性を持つ職業人の養成を目標とする。

※各授業の詳細はホームページのシラバスをご覧ください。

インタビュー

刈山 拓海
経済学専攻 博士前期課程2年 

安易に因果関係を断定せず、 
本質を見抜く研究姿勢を続けていく

学部時代は、目的を合理的に進めようと“協力して行動する人”と、利己的な考えから“非
協力的に行動する人”が同時に行動すると前提した「協力行動」をテーマとし、経済学だ
けでなく社会科学と心理学の視点を入れ、その計画性と予測性について研究を行ってきました。 
今後は、この研究を更に進化させ、モチベーションという要素を加えて引き続き行っていこうと
考えています。経済学研究科では、本質を見抜き、自分の理論を加え、研究をデザインして
いかなければならないことを学んでいます。現在は、大学受験をしていた頃や学部時代の頃
に比べ、更に勉強している時間が増えました。なぜならば、大学生に比べ、大学院生はより
質の高い学びを行っているという自負があり、研究を続ける貴重な時間を得ているのだと誇り
を感じているからです。
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飛び入学制度について
 
 
 
 
 
 
 
給付型奨励金・補助金制度

経済学研究科に在籍する学生の研究支援を目的として、海外における調査研究や発表の費用の一部（一人 10 万円、または20 万円）を奨励金とし
て給付します。また、国内の学会参加旅費に対して補助金（一人最大5万円）を給付します。

他大学院との単位互換制度について
本学では、修了要件30単位の内10単位までは、8校の協定校（青山学院大学、専修大学、中央大学、東洋大学、日本大学、法政大学、明治大学、

立教大学）との単位互換が認められています。

世界の経済情勢に呼応した、
最新のプログラムで専門分野を学ぶ
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_ 大学院案内 経済学研究科ｵﾘｼﾞﾅﾙｻｲﾄ(QR)

8431498

研究者情報

http://gyoseki.meijigakuin.ac.jp/mguhp/KgApp

教員の学位・業績

8431498_ 
明治学院大学経済学部で3年間学び、優秀な成績を修めた

学生は、大学を3年で卒業して大学院に進むことができるという制
度、いわゆる「飛び入学」の制度があります。この制度の適用者は、
口述試験のみ、つまり面接だけで大学院に入学することが可能です。
この制度の適用を受けることで、最短5年間で学部と大学院博士前
期課程を修了することが可能です。

その条件として、次の①～④をすべて満たす必要があります。
①3年次修了までの成績が、科目総合でGPA2.8以上である見込みが立つ者。
② 3年次修了までの成績が、専門科目（専門科目・隣接領域科目）に関しては

GPA2.9以上である見込みが立つ者。
③卒業に必要な単位数を3年次修了時に取得見込みであること。
④原則として「演習A」を履修していること。

租税法特論

林 仲宣 講師

租税法の適用と解釈における基本的
な問題の理解。

開発経済学特論

大村 真樹子 教授*
博前
博後

開発経済学の理論を学習し、次いで
環境問題や開発途上国の貧困問題
等の実態と対応策を学ぶ。

法と経済学特論

大石 尊之 教授*
博前
博後

法制度のデザインや運用を、ミクロ経
済学的に分析する。サーベイ論文や
最新の研究成果を紹介し、分析手法
の習得を目指す。

日本経済史特論

神山 恒雄 教授*
博前
博後

近代日本（幕末開港～第二次世界大
戦）を主として経済面から検討すること
で、日本が他のアジア諸国と異なり独立
を維持しながら経済の近代化＝資本
主義化を成し遂げた過程を検討する。

農業政策論特論

神門 善久 教授*
博前
博後

工業化による経済発展の初期におい
て発生する食料問題について、その発
生メカニズムと望まれる政策について、
事例をもとに検証・考察を進めていく。

公共政策論特論

児玉 直美 教授*
博前
博後

因果関係を見極めることは、ビジネスや
政策の場面で必要になっている。この
講義では、因果推論の関連論文を輪
読し、実証分析の方法を学ぶ。

数理統計学特論

小林 正人 教授*
博前
博後

一見ばらばらな手法の寄せ集めのよう
に見える計量経済学だが、最小自乗
法、最尤法、操作変数法等のポイント
を押さえることにより、実は統一的に理
解できることを示していきたい。

労働経済論特論

齋藤 隆志 教授*
博前
博後

労働経済学における重要トピックを、テ
キストと関連論文に関する講義と輪読
により学習する。各トピックについて理
論的な考え方を示した後、実証分析を
紹介する。

国際金融論特論

佐々木 百合 教授*
博前
博後

論文の精読や分析を通じ、英文・和文
の学術論文を読んで理解できるように
なること。パソコンを利用して、データを
加工し研究に役立てられるようになること。

一般均衡特論

齋藤 弘樹 准教授

ミクロ経済学やゲーム理論に関する英
文の文献の輪読を中心に、当該分野
の学術論文を読むための基礎作りを
する。

実験経済学特論

犬飼 佳吾 准教授

経済学における実験設計法および実験
データの解析法を学ぶ。なお、本特論で
は、ミクロ・マクロ経済学、ゲーム理論、計
量経済学の基礎的知識を前提とする。

ゲーム理論特論

中村 友哉 准教授

ゲーム理論のテキストを輪読して、戦
略的状況を分析するための理論的枠
組みを学習する。その上で、現実の戦
略的状況の理論分析を試みる。

マクロ経済学特論

室 和伸 教授*
博前
博後

経済主体の最適化行動を考慮したミ
クロ的基礎づけのあるマクロ経済理論
を学ぶ。

ミクロ経済学特論

鈴木 岳 教授*
博前
博後

一般均衡論の数理的基礎について、
均衡の存在、厚生経済学の基本定理、
コアの極限定理を中心に、位相空間
論、線形代数の基礎的知識を前提と
して論じる。

中国経済論特論

宋 立水 教授*
博前
博後

本講義は制度的・政策的および歴史
背景的なアプローチから中国経済につ
いて分析を試みる。社会主義時代中
国経済と市場移行段階でどのような特
徴が見られるのか、そこでの問題点は
何か、などを検討していく。

財政学特論

高松 慶裕 教授*
博前
博後

財政学全般（特に課税の経済効果や
社会保障・再分配政策）について、教
員による講義の後に関連文献を輪読
することで、財政学の理論を学び、実際
の財政問題について考察する。

経済学史特論

中野 聡子 教授*
博前
博後

経済理論の歴史を扱う。現代の経済
理論の原形がどのように形成され、時
代の諸問題や思想背景とどのように結
びついていたかを講義する。また欧州
各国で展開された学説をできるだけカ
バーしたい。

神山 恒雄 教授
経済学専攻主任

＊研究指導教員　　　博前  博士前期課程の研究指導　　　　博後  博士後期課程の研究指導
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