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講義コード 講義科目名（正式） 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U200102102 経営学総論（経済学科） 4 通年 細野　央郎

U210100101 基礎ミクロ経済学 ミクロ経済学初級コース 4 通年 清水　大昌

U210101101 基礎マクロ経済学 4 通年 宮川　努

U210201101 一般経済史 4 通年 新川　徳彦

U210202101 日本経済史 4 通年 石井　晋

U210206101 ミクロ経済学（経済学科） 4 通年 岡村　誠

U210207101 マクロ経済学（経済学科） 4 通年 細野　薫

U210208101 経済政策
マクロ経済政策の効果と決定
の仕組み

4 通年 村瀬　英彰

U210209101 国際経済学 4 通年 椋　寛

U210210102 財政学 4 通年 三井　清

U210211101 金融論 4 通年 吉田　知生

U210212101 統計学（経済学科）
統計学、データサイエンスの知
識を身に付ける

4 通年 福地　純一郎

U210213101 労働経済学 新しい働き方の模索 4 通年 脇坂　明

U210214101 経済学史 4 通年 石井　穣

U210215101 計量経済学 4 通年 赤司　健太郎

川崎　健太郎 第１学期

清水　順子 第２学期

U210220101 産業組織論 理論と実証 4 通年 西村　淳一

U210222101 社会保障論
社会保障問題を経済学で考え
る

4 通年 鈴木　亘

U210223101 環境経済学 4 通年 高橋　遼

U210224101 ゲーム理論 4 通年 清水　大昌

U210300101 経済地理学 4 通年 玉川　英則

U210301101 ○経済発展論 その理論と政策 4 第１学期 細谷　祐二 週２回

U210304101 地方財政論 4 通年 小林　航

U210305101 証券市場論 4 通年 新井　富雄

U210510301 経済学特殊講義（保険論）
社会人に必須の“生きる力”を
身につけよう

4 通年 武石　誠

U210514001 経済学特殊講義（国際通商論） 4 通年 孫　讃鉉 注１）

U210630101 演習（３年生） 4 通年 赤司　健太郎

U210630102 演習（３年生） 人間と企業と経済の歴史 4 通年 石井　晋

U210630103 演習（３年生） 経済におけるゲーム理論 4 通年 神戸　伸輔

U210630104 演習（３年生） 4 通年 清水　大昌

U210630105 演習（３年生）
経済問題、社会保障問題の
ディベート

4 通年 鈴木　亘

U210630106 演習（３年生） 統計学を理解し身に付ける 4 通年 福地　純一郎

U210630107 演習（３年生）
日本経済と国際経済の実証分
析

4 通年 細野　薫

U210630108 演習（３年生） 4 通年 三井　清

U210630109 演習（３年生） 4 通年 宮川　努

U210630110 演習（３年生） 4 通年 椋　寛

U210630111 演習（３年生） 株式市場の理論と現実 4 通年 村瀬　英彰

通年4国際金融の理論と実践を学ぶ国際金融論U210219101
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U210630112 演習（３年生） 働き方の国際比較 4 通年 脇坂　明

U210630113 演習（３年生） 4 通年 和光　純

U210630114 演習（３年生） 4 通年 孫　讃鉉

U210630115 演習（３年生） 4 通年 吉田　知生

U210630116 演習（３年生） 4 通年 高橋　遼

U210630117 演習（３年生） 実証産業組織論 4 通年 西村　淳一

U220108102 会計総論（法学部・経済学科） 4 通年 鈴木　大介

経済情報入門Ⅰ
（総：初等情報処理１）

2
注２）初等情報処
理１のシラバスを
参照すること

U210103101 経済情報入門Ⅱ 2 第２学期 西村　淳一

経済情報入門Ⅲ
（総：初等情報処理２）

2
注３）初等情報処
理２のシラバスを
参照すること

U210104201 統計学入門Ⅰ 2 第１学期 福地　純一郎 注４）

U210104301 統計学入門Ⅱ 2 第２学期 福地　純一郎 注４）

U210204101 経済数学Ⅰ
経済学で使う数学の基礎を学
ぶⅠ

2 第１学期 和光　純 注５）

U210205101 経済数学Ⅱ
経済学で使う数学の基礎を学
ぶⅡ

2 第２学期 和光　純 注５）

U210217101 日本経済論Ⅰ
戦後の日本経済と産業構造の
変遷

2 第１学期 宮川　努

U210218101 日本経済論Ⅱ 日本経済の政策的諸課題 2 第２学期 宮川　努

U2104001Z1 ◇経済数学（上級Ⅰ） 静学最適化問題 2 第１学期 岡村　誠

U2104011Z1 ◇経済数学（上級Ⅱ）
マクロ経済動学で用いる数学
の基礎

2 第１学期 中田　真佐男

U2104021Z1 ◇ミクロ経済学（上級Ⅰ） 2 第１学期 清水　大昌

U2104041Z1 ◇マクロ経済学（上級Ⅰ） 2 第２学期 宮川　努

U2104051Z1 ◇マクロ経済学（上級Ⅱ） 2 第１学期 細野　薫

U2104061Z1 ◇計量経済学（上級Ⅰ） 2 第１学期 赤司　健太郎

U2104081Z1 ◇現代金融論（上級Ⅰ）
株式投資の入門から専門実務
まで（その１）

2 第１学期 小原沢　則之

U2104091Z1 ◇現代金融論（上級Ⅱ）
株式投資の入門から専門実務
まで（その2）

2 第２学期 小原沢　則之

U2104131Z1 ◇経済政策（上級Ⅱ） 2 第２学期 村瀬　英彰

U2104141Z1 ◇国際経済学（上級Ⅰ） 2 第１学期 椋　寛

U2104181Z1 ◇統計学（上級Ⅰ） 統計的因果推論 2 第２学期 福地　純一郎

U2104201Z1 ◇労働経済学（上級Ⅰ） 2 第１学期 脇坂　明

U2104221Z1 ◇日本経済史（上級Ⅰ） 2 第１学期 石井　晋

U2104261Z1 ◇国際金融論（上級Ⅰ） Eviewsによる実証分析を学ぶ 2 第２学期 清水　順子

U2104281Z1 ◇産業組織論（上級Ⅰ） 洋書で学ぶ産業組織論 2 第１学期 西村　淳一

U2104301Z1 ◇公共経済学（上級Ⅰ） 2 第１学期 三井　清

U2104321Z1 ◇社会保障論（上級Ⅰ） 社会保障に関する論文指導 2 第２学期 鈴木　亘

U2104371Z1 ◇ゲーム理論（上級Ⅱ） 2 第１学期 和光　純

U210511301 経済学特殊講義（国際税務） 2 第２学期 大河原　健

U210511401
経済学特殊講義（江戸時代の経済
発展と身分差別社会）

2 第２学期 吉田　勉

U210511501
経済学特殊講義（経済のグローバ
ル化と価値観の変容）

2 第２学期 福田　優二



【経済学部経済学科】

3 / 4 ページ

講義コード 講義科目名（正式） 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U210511701
経済学特殊講義（スタディ・スキル
ズ講座）

情報の集め方、選び方、伝え
方

2 第１学期 鈴木　賀津彦

U210511702
経済学特殊講義（スタディ・スキル
ズ講座）

情報の集め方、選び方、伝え
方

2 第２学期 鈴木　賀津彦

U210512001
経済学特殊講義（国際貿易の諸問
題）

2 第１学期 椋　寛

U210512201
経済学特殊講義（経済数学演習Ⅰ
A）

学部で学ぶ経済学に必要な数
学を習得する

2 第１学期 山野　貴博 注６）

U210512202
経済学特殊講義（経済数学演習Ⅰ
B）

学部で学ぶ経済学に必要な数
学を習得する

2 第１学期 和光　純 注６）

U210512301
経済学特殊講義（経済数学演習Ⅱ
A）

学部で学ぶ経済学に必要な数
学を習得する

2 第２学期 山野　貴博

U210512302
経済学特殊講義（経済数学演習Ⅱ
B）

学部で学ぶ経済学に必要な数
学を習得する

2 第２学期 和光　純

U210512801 経済学特殊講義（金融問題の諸相） 2 第１学期 村瀬　英彰

U210513501
経済学特殊講義（ダイバシティ・マネ
ジメントの経済学）

ダイバーシティ・マネジメントに
何が必要か

2 第２学期 松原　光代

U210513601
経済学特殊講義（応用ミクロ経済学
の諸問題）

2 第２学期 岡村　誠

U210513701
経済学特殊講義（金融とテクノロ
ジー）

2 第１学期 吉田　知生

U210513801 経済学特殊講義（中央銀行論） 2 第２学期 吉田　知生

U210513901
経済学特殊講義（貧困地域再生の
経済学）

まちづくりに必要な経済学、ノ
ウハウを学ぶ

2 第１学期 鈴木　亘

U210514101
経済学特殊講義（映像でみる労働
問題）

映画のなかでの企業と労働者 2 第２学期 脇坂　明

U2105142Z1 ◇経済学特殊講義（契約理論） 契約理論 2 第１学期 神戸　伸輔

U210600101 入門演習 2 第１学期 赤司　健太郎

U210600102 入門演習 経済学を使って調べるとは 2 第１学期 神戸　伸輔

U210600103 入門演習
身近な問題を経済学で考え、
ディベートする

2 第１学期 鈴木　亘

U210600104 入門演習
経済学の基礎とデータ分析の
初歩

2 第１学期 西村　淳一

U210600105 入門演習 2 第１学期 細野　薫

U210600106 入門演習 2 第１学期 三井　清

U210600107 入門演習 2 第１学期 宮川　努

U210600108 入門演習 2 第１学期 椋　寛

U210600109 入門演習
株式投資を通じて日本企業の
姿を知る

2 第１学期 村瀬　英彰

U210600110 入門演習 2 第１学期 脇坂　明

U210600111 入門演習 2 第１学期 岡村　誠

U210600112 入門演習 2 第１学期 吉田　知生

U210620101 演習（２年生） 2 第２学期 赤司　健太郎

U210620102 演習（２年生） 人間と企業と経済の歴史 2 第２学期 石井　晋

U210620103 演習（２年生） 経済におけるゲーム理論 2 第２学期 神戸　伸輔

U210620104 演習（２年生）
外国為替市場の仕組みを学
ぶ。

2 第２学期 清水　順子

U210620105 演習（２年生） 2 第２学期 清水　大昌

U210620106 演習（２年生） 社会問題を経済学で考える 2 第２学期 鈴木　亘

U210620107 演習（２年生） 統計学を理解し身に付ける 2 第２学期 福地　純一郎

U210620108 演習（２年生）
日本経済・国際経済の実証分
析

2 第２学期 細野　薫

U210620109 演習（２年生） 2 第２学期 三井　清

U210620110 演習（２年生） 2 第２学期 椋　寛

U210620111 演習（２年生） 企業価値評価の基礎 2 第２学期 村瀬　英彰
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U210620112 演習（２年生） 女性の働き方と雇用システム 2 第２学期 脇坂　明

U210620113 演習（２年生） 2 第２学期 和光　純

U210620115 演習（２年生） 経営戦略と競争政策 2 第２学期 西村　淳一

U210640101 演習（４年生） 2 第２学期 赤司　健太郎

U210640102 演習（４年生） 人間と企業と経済の歴史 2 第２学期 石井　晋

U210640103 演習（４年生） 経済におけるゲーム理論 2 第２学期 神戸　伸輔

U210640104 演習（４年生） 2 第２学期 清水　大昌

U210640105 演習（４年生） 経済学を現実に応用する 2 第２学期 鈴木　亘

U210640106 演習（４年生） 統計学を理解し身に付ける 2 第２学期 福地　純一郎

U210640107 演習（４年生）
日本経済・国際経済の実証分
析

2 第２学期 細野　薫

U210640108 演習（４年生） 2 第２学期 三井　清

U210640109 演習（４年生） 2 第２学期 宮川　努

U210640110 演習（４年生） 2 第２学期 椋　寛

U210640111 演習（４年生） 2 第２学期 村瀬　英彰

U210640112 演習（４年生） 働き方の国際比較 2 第２学期 脇坂　明

U210640113 演習（４年生） 2 第２学期 和光　純

U210640114 演習（４年生） 産業、企業と市場の調査 2 第２学期 西村　淳一

U210640115 演習（４年生） 2 第２学期 高橋　遼

U210640116 演習（４年生） 2 第２学期 孫　讃鉉

U210640117 演習（４年生） 2 第２学期 吉田　知生

U210650101 特別演習 2 第２学期 清水　大昌

注1）平成29年度に「経済学特殊講義（国際通商政策）」の単位を修得した学生は、経済学特殊講義（国際通商論）は履修できない。

注2）情報授業科目「初等情報処理１」をもって読み替える。

注3）情報授業科目「初等情報処理２」をもって読み替える。

注4）平成29年度以前に「統計学入門（4単位）」の単位を修得した学生は、「統計学入門Ⅰ（2単位）」及び「統計学入門Ⅱ（2単位）」は履修できない。

平成29年度以前の入学者が履修した場合、「統計学入門Ⅰ」、「統計学入門Ⅱ」の両科目を修得した場合に限り、「統計学入門（4単位）」に読み替える。

どちらか片方のみの単位を修得した場合、随意科目扱いとなる。

注5）平成23年度以前に「経済数学」もしくは「経済数学入門」の単位を修得した学生は、「経済数学Ⅰ」及び「経済数学Ⅱ」は履修できない。

平成22、23年度入学者が履修した場合、「経済数学Ⅰ」「経済数学Ⅱ」の両科目を修得した場合に限り、「経済数学（４単位）」に読み替える。

どちらか片方のみの単位を修得した場合、随意科目扱いとなる。

修得した学生は「経済学特殊講義（経済数学演習ⅠA）」「経済学特殊講義（経済数学演習ⅠB）」は履修できない。

平成30年度　法学・政治学分野の科目
講義コード 講義科目名（正式） 副題 単位 講義期間 担当教員名（代表者のみ） 備考

U110200101 ○労働法 4 第２学期 橋本　陽子 週２回

U110210101 経済法
独禁法的な分析ができるよう
になろう

4 通年 大久保　直樹

U120214101 国際政治Ⅰ 2 第１学期 村主　道美

U120215101 国際政治Ⅱ 2 第２学期 村主　道美

U120236101 社会心理学Ⅰ 民意と政治１ 2 第１学期 横山　智哉

U120237101 社会心理学Ⅱ 民意と政治2 2 第２学期 横山　智哉

注6）平成23年度以前に「経済数学」「経済数学入門」「経済学特殊講義（経済数学入門）」「経済学特殊講義（経済数学入門基礎）」のいずれかの単位を

◇印は大学院との共通開講の授業である。対応する大学院科目は、経済学研究科の大学院シラバスに記載の◆印の科目名で確認できる。
なお、これらの科目を修得した場合、大学院学則第10条第4項により、大学院進学時に修了のために修得すべき単位数として算入される可能性がある。
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