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#夢や“やりたい”を叶えるために

#現実社会も知らないと

#経済の仕組みがわかれば　#生活・暮らしが豊かに？

#現場の知識が身につけば　#進路の選択肢も広がる

#どの職業も“経済”とつながっている

#学ぶなら最新の経済学　

#すべては、成長するため

最新の経済学を学んで夢を実現しよう

Economics

#喫茶店よりコンビニコーヒー
#なぜ？
#マクロ経済学

Economics

#自分へのご褒美
#ダイエットは明日から
#ゲーム理論

#久しぶりのライブ
#この日のためにアルバイト頑張った
#文化経済学

Economics

Faculty of Economics INDEX
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■ 授業時間割のイメージ（一例）

■ …対面授業 ■ …ネット配信授業 ■ …対面・ネット併用授業

講時 月 火 水 木 金 土

1 経済史 統計 Ⅰ アナリティカル・
リーディング2

2 建学の精神と
キリスト教

新約聖書と
キリスト教 生命の科学2 フランス語入門 Ⅰ

3 政治学2 スポーツ・健康の科学B

4 コミュニカティブ・
イングリッシュ 2 初級ミクロ経済学 Ⅰ 考古学（2） 経済数学 Ⅰ

5 初級マクロ経済学 Ⅰ フランス語入門 Ⅰ
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※各科目の授業形式（対面、ネット配信）はあくまで2021年度の開講科目から例示したものです。
1日のスケジュールを知りたい方はP.20へ！

4 年間の学びの流れ

学士（経済学）の学位を取得する（＝卒業する）には、カリキュラムに従って必要単位数を修得しなければなりません。経済学部のカリ
キュラムは、1～6類の科目群と自由科目で構成されています。経済学の専門科目（1類）では1～4年次を通して基礎から応用へと段階的
に力をつけていきます。同時に語学や一般教養科目なども幅広く履修し、視野を広げてみてください。

※1セメスター…1学期。春学期と秋学期があります。
※　 …卒業に必要な単位数。1・2・3類の指定単位数を満たした上で、合計124単位以上を履修する必要があります。

経済学の専門科目
経済学の専門的な知識
を学ぶ科目です。

導入科目
経済学の面白さ
や基本的な考え方
を学ぶ

導入科目
少人数で経済学
の基礎を学ぶ
→基礎演習

基礎科目
経済学的思考・分析能力を育てる

エコノミクス・ワークショップ・プライマリ
少人数で学ぶことを通じて、主体的に学ぶ力を身につける

エコノミクス・ワークショップ・アドバンスト
協働を通じてより高度な思考力・判断力・表現力を身につける

演習（ゼミ）

演習関連科目

興味のあるテーマのゼミを選び、学んだ理論をもとに自ら課題を発見し解決方法を
探る 4年間の集大成として卒業論文を執筆する

人文科学や社会科学、自然・人間科学など経済学にとどまらない知見を修得するための科目です。

教員免許や学芸員・司書の資格取得に必要な科目です。取得に必要な単位数はそれぞれの課程で定められています。

他の学問分野についての知識も専門的・体系的に学ぶことができます。
2～4年次にかけて修了に必要な科目を履修します。

他学部・他大学の科目を履修することができます。

演習の学びを発展させるための補完的科目

第１セメスター 第3セメスター 第5セメスター 第7セメスター第2セメスター 第4セメスター 第6セメスター 第8セメスター

1年次 3年次2年次 4年次

自由科目

啓発科目

免許資格科目

副専攻科目

他学部等
設置科目

基幹科目
多様な分野に関する専門的な知識を修得し、応用力・問題解決力を養う

講義

演習・ワークショップ

66
単位以上

合計124単位以上

16
単位以上

1

1類

3類

4類

5類

6類

24
単位以上

24単位以上
うち、グレードⅡから

4単位以上

言語・
コミュニケーション科目
英語およびその他の外国

語、コンピューター言語な

どを習得します。

2類

パターン2 英語 英語以外の1種類の外国語またはコンピュータ言語

16
単位以上

パターン1 英語 英語以外の1種類の外国語またはコンピュータ言語8
単位以上

8
単位以上

12
単位以上

4
単位以上

いずれかのパターンを選択

自由に履修が可能ですが、卒業必要単位には算入されません。
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多くの国立大学の経済学部の中に商学（経

営学科）があるように、経済学の領域の一

部を個別具体的に探究したものが商学の

領域です。経済学は、企業だけではなく、個

人や政府の経済活動を分析し、社会の幸せ

を考えます。経済学は、理論的・抽象的です

が、商学の内容も含めた幅広い学問です。

# 経済学部と商学部

経済学の研究で著名な教員が多数在籍し

ており、様々な研究分野を網羅しているた

め、幅広く学びを進めることができます。

→P.21・22参照　もちろん、行動経済学

などの最新の学問に触れることも可能で

す。また、経済学部では、２年次の秋学期か

らゼミを開始するため、早期から身近な距

離で教員によるきめ細かい指導を受けるこ

とができます。

# 経済学の最前線

経済学部での学びを進めていくためには、数

学の知識（関数・代数、連立方程式、簡単な確

率、簡単な微分）が必要となりますが、高校

で数学Ⅱまで学んだ経験があれば心配ありま

せん。経済学部では、数学が苦手な学生を対

象に数学補習講座を開催しており、１年次秋

学期から履修が始まる基礎科目「経済数学Ⅰ、

Ⅱ」でも学ぶことができるので、入学後のサ

ポート体制も整っています。

# 数学と経済学

経 済 学 部 の 特 長

# 自由なカリキュラム

同志社大学経済学部は、「経済学科」の１

学科のみ。学科・コースが分かれていないた

め、入学時に学びたいことが決まっていなく

ても問題ありません。また、卒業のために必

ず履修しなければならない科目（必修科目）

がないため、卒業論文を執筆するかどうか

も選択することができます。入学後に自分

の興味関心に応じて学びを進めることがで

きる自由なカリキュラムが特長です。

経済学部では、京都という立地条件を生か

した学びを展開しており、京都の都市発展

の歴史を学ぶ「京都経済学」など、京都な

らではの学びができます。→P.5参照

茶道裏千家家元・千宗室氏が講義を担当す

る「文化と社会」という科目では、講義と実

践を通じて、茶道文化とはどのようなもの

かを理解します。

# 京都ならではの学び

経済学部のカリキュラムでは、初年次教育

として、１年次全員がＩＴ基礎について学び

ます。そのほか、情報処理技術者試験・ＩＴパ

スポート試験・基本情報技術者試験に対応

している科目も設置しており、充実した情報

教育を提供しています。

# 充実した情報教育



Q. 先生が考える
京都の魅力は何ですか？

A. かつて、梅棹忠夫という人が、京都を２つの言葉で上手に説明し

ました。「愛着系」と「代謝系」という言葉です。京都には、日本

で育った人が「あ～懐かしい」と思えるようなモノやコトがたくさ

ん詰まっている一方で、最先端のハイテク企業もたくさんありま

す。この不思議な事実の背景には、やはり歴史があると思いま

す。そして、それを作り上げてきた人々の存在も。そう思うと、京

都の人々こそが京都の魅力かもしれませんね。

Q.
A.

Q.
A.

京都の新たな側面とは、
どういうものですか？
京都は町衆の街と言われます。この言葉には、そこ

で暮らす人びとが京都を支え、歴史を築いてきたと

いう自負が込められています。例えば、明治維新の

激動の中で、京都は日本で最初の番組小学校を建設

します。それには、江戸時代から続く伝統を大きく変

える大変な改革が必要でした。また、その建設費を

町衆だけで工面した学校もあります。このような歴史

は、案外知られていないのではないでしょうか。

平安京からの伝統は
残っていないのでしょうか？
古都のイメージは、間違ってはいません。平安京以

前からの寺社もあります。また、道路に感じることも

できます。京都の街は碁盤の目状に街路が張り巡ら

されていますが、これは平安京が元々の土台です。

その後にどんどん都市改造されますが、基本の構造

は現在も引き継がれています。京都の住所表記には、

「上ル」とか「下ル」という言葉が使われますが、こ

れは中世から使われている表現です。

奥田 以在 准教授

北門 秀太 さん

3年次生

皆さんの生活のほとんどはメディアや文化的情報と

の接触に満ち れています。朝から晩までスマホで何

かを検索したり、撮った写真をSNSに投稿したり、動

画投稿サイトで自分の興味ある動画を見たり…。こう

したすべての身近な現象を文化経済という学術的視

点から捉えていきます。

面白そうで、
身近な感じもします。

Q.

Q.

「文化」と「経済」はかけ離れて
いるように思えますが・・・。
それは「文化」のとらえ方次第ですね。表現活動、創作

活動としての文化には必ずお金が必要です。そこに働

く人々は時間を使っています。それを考えると大きな経

済活動だといえます。コロナ禍で「エンタテインメント

業界で〇〇億円の損失」などと言われていることから

もお金との関連性がわかりますね。

河島 伸子 教授
A.

A.

自分の成長にどのように
活かせるでしょうか。
この授業では徹底的に経済の視点から文化を見ていき、

企業の戦略と政策的課題にも触れていきます。卒業後ど

のような道に進むにせよ、経済的理解に基づいた政策・

戦略の立案ができるようになることは重要です。また最

終的には文化は精神の問題ですが、文化的に豊かな社

会を形成するためにどのようなお金が必要なのかを知る

ことは将来役立つはずです。

Q.

A.

田原 みう さん

3年次生

           

Regular Curriculum
Class

正課

授 業
音楽、ゲーム、映像、美術、建築、ファッション…文化には多くの分野がありますが、これらは
どのような経済構造で成り立っているのでしょうか。また経済全体に対してどのようなイン
パクトを持つのでしょうか。こうしたことを解明していく授業です。

京都の都市発展の歴史を講義します。京都は、“古都”や“寺社仏閣”というイ
メージが強いですが、それだけではありません。居住（生活）・経済・統治（行
政）といった側面から京都を捉えて、新たな一面に出会ってください。

京 都 経 済 史 文 化 経 済
STUDY Economic History of Kyoto Cultural Economics

正課

授業

STUDY
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世界にはたくさんの人や企業が存在し、それぞれが相互に関係し合いながら経済活動を
行っています。この授業では生産や消費、失業率などのマクロ経済変数がどのようなメカニ
ズムで決定されるのかについて考察します。

昨今、自然環境を蔑ろにする態度を改め、良好なエコロジーに根差す経済への移行が求め
られています。環境政策の授業では、従来型の公的部門だけでなく、地域の自治力を一翼
に据え、多様なエコロジーを活かす政策の道筋を考究します。

環 境 政 策 マ ク ロ 経 済 学
Environmental Policy Macroeconomics

正課

授業

STUDY
正課

授業

STUDY

Q.「環境政策」からの学びをどの
ように活かすことができますか？

A. 環境問題の解決は難問です。自分は費用や労働を提供せず、他

者の協力により保全された環境から利益を得ようとするフリー

ライダーが存在するためです。逆に言えば、フリーライダーを

抑え費用を分け合う仕組みをどう作るかが重要になります。例

えば、ゼミの班別課題で高評価を得るにはどうしたらよいでしょ

う？班員にフリーライドでなく協力を促す仕組みを創出すること

が一つです。このような身近なことにも「環境政策」はヒントを

与えてくれるのです。

A.

A.

Q.「環境政策」においてどのような
点に着目することが重要ですか？
私たちは、各地域によって異なるエコロジーに依拠し

て暮らしを営んでいます。山や川と縁遠く思われる都

市住民でさえ、水や空気と無縁でいることはできませ

ん。そのような生活世界においては、地域の人たちを

中心にしながら、地域外の人たちとも協力し合って自治

的に自然を管理していくことが重要になります。「公」と

「私」という枠組みしかなかったこれまでの体系に、地

域住民の自治つまり「共（コモンズ）」を入れていくこと

が重要です。

Q.「環境政策」では
どんなことが学べるのでしょうか？
政策の対象であるエコロジーについて物質循環とい

う言葉を手掛かりに理解します。そのうえで、「環境政

策」を歴史を通して全体的に学び、併せて自然環境の

価値・評価、政策手段などを学びます。そのような知見

を頼りに、「地域の人々の顔の見える政策」を可能にす

るためには、どのような担い手が必要か、どのように権

限を分け合い協働関係を構築していくことが重要か、

などについて、私自身のフィールドワークの事例から得

られた知見をもとに理解を深めていきます。

三俣 学 教授

佐々木 佳央 さん

2年次生

Q.マクロ経済学とは
どのような分野でしょうか？
マクロ経済学は一国全体、世界全体など、巨視的な市

場を分析対象とする分野です。マクロ経済学では所得

格差、経済成長、物価の変動、失業問題など、実社会に

おいて議論される問題が分析対象とされることが多く、

応用的な分野とも言えます。分析は数学的に行われる

ことが多く、初級的な内容では微分・積分の基礎知識

が、中級以上になると最適制御問題、定差・微分方程式

などの知識が必要とされる場合もあります。

A.

「なぜ、豊かな国と貧しい国があるのか？」、「不況に

対して、政府や中央銀行はどのような対応をとるべき

か？」、「好ましい年金システムはどのようなものか？」

といった疑問に対する、理論的な解答を学ぶことがで

きます。理論を学ぶことを通じて、現実の社会で観察

される経済現象がどのようなメカニズムで起こってい

るのかを知ることもできます。マクロ経済学を学ぶこ

とは、私たちが暮らす社会の仕組みを理解することに

もつながるのです。

どんなことが
学べるのでしょうか？

Q.
A.

マクロ経済学を学ぶ意義を
教えてください。

Q.
正直に言うと、よほど特殊な職業に就かない限りは、マクロ

経済学の知識を直接的に活かす機会はありません。しかし、

だからと言ってマクロ経済学を学ぶことが無意味だというこ

とにはなりません。音楽を真の意味で楽しむためには、音楽

のことをよく知っている必要があります。将棋を本当に楽しむ

ためには、将棋のことをよく理解している必要があります。社

会もそれと同じで、社会の中で本当の意味で豊かに暮らすた

めには、社会の仕組みをよく理解する必要があります。マク

ロ経済学を学び、社会をよく知ることは、きっと皆さんの人生

を豊かなものにするはずです。

A.

武内 颯希 さん

4年次生

荒渡 良 准教授
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Regular Curriculum
Seminar

正課

ゼ ミ

STUDY

      

Seminar Theme Seminar Theme

ファイナンスの実証分析 多様な生き方を肯定する
社会政策と連帯経済

正課

ゼミ

STUDY

新関 三希代 教授

行動ファイナンスと実証分析研究テーマ

山森 亮 教授

研究テーマ ケアと連帯の経済理論と社会政策

永井 美優 さん

3年次生

経済を通じて、
より良い社会のあり方を考える
経済学というと、お金の仕組みや経済発展について学ぶというイメー

ジではないでしょうか。実は他にも、お金を通じた関係性を学ぶという

側面もあるのです。山森ゼミでは、経済問題に限らず様々な社会問題

に対して、自分たちで調べたり、本を輪読したり、テーマを設定して議

論し合ったりしています。どんなテーマを取り上げても共通していえる

ことは「経済活動に関係した、より良い社会のあり方」を考えることで

す。この学びを通じて、自分で論点を設定する力が養われました。あら

ゆる情報に対して、その論点は何なのかと考える習慣が身につき、見

識を広めることになりました。この力は情報過多で変化が目まぐるし

い現代において、自分の人生をより豊かにしてくれると思います。

自由な想像力と
フィールドワークの
出会いから

これまで世界中で、私たち一人ひとりが、それぞれ違ったまま、

共に暮らしていくための取り組みが行われてきました。そうした

草の根の取り組みが連帯経済（例えばコミュニティ金融やフェアト

レードなど）であり、それらが制度化されたものが社会経済（例え

ば障害者の自立生活センターなど）、社会政策（例えば保育所な

ど）です。

ゼミ運営では学生の自主性を重んじています。２年次生でゼミに

入るとまず上級生と一緒にグループワークをして、各自の問題意

識の発見と共有を行います。その後、現場で取り組む人々や他大

学との交流やイベントの開催、学術書の輪読を通じた問題意識

の深化、上記諸活動を踏まえたうえでの各自の問題意識に基づ

いた卒論執筆などを行います。

企業分析と
行動ファイナンス
私のゼミでは、株式、債券、そして為替といった証券市場につい

て学びます。企業の資金調達がどのように行われ、企業価値が

どのように決まるのか、ファイナンス理論と経済事象に関する理

論を学びながら実証していきます。また、これら伝統的なファイ

ナンス理論や経済理論では説明のつかない現実の経済事象（ア

ノマリー）について、投資家心理（心理学）を加味した行動ファイ

ナンス（行動経済学）について学習します。そして、将来日本、あ

るいは世界経済を牽引している企業はどのような企業か、学生

が自ら仮説を立てて株価分析を中心に企業分析を行ってポート

フォリオを作成します。実際にBloomberg情報端末等のデータ

やEViews等のパソコンソフトを用いて、仮説の妥当性について

実証分析を行っていきます。 また、アンケートや企業訪問によっ

て投資家心理を探ったり、企業行動の実例に触れて企業分析を

行っていきます。外部の投資コンテストに参加してこれらの成果

を発表し、大学部門1位等毎年賞を獲得しています。また、学生

のアウトプットに必要な能力としてのプレゼンテーション力、話す

力を身につけてもらうために、他大学とのディベート大会や論文

発表会（インゼミ）を開催しています。

新関ゼミ
山森ゼミ

倉田 健太郎 さん

3年次生

先輩や同期の仲間、
自分を成長させる環境がここに！
新関ゼミの特長は、「強固な縦と横のつながり」です。「縦のつなが

り」として、プレゼンテーションやディベートをする際に先輩方から手

厚い指導を受けることができます。特にプレゼンの取り組みにおい

ては、徹底的に準備することの重要性を学びました。さらに社会の第

一線で活躍されているＯＢ・ＯＧの方々のお話を伺うことで、これまで

気づかなかった無限の可能性を感じることも。「横のつながり」とし

ては同期の仲間と日々のゼミ活動で議論を重ねたり、プライベートも

一緒に楽しんだりすることで、強い信頼関係を築けます。新関ゼミに

は自分を成長させる環境が整っており、「自分で考える力」が身につ

きます。社会で活躍するための基盤がつくれるのです。

Student’s Voice Student’s Voice
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正課

ゼミ

STUDY Seminar Theme

経済×ＡＩ＆ＩＣＴ
宮崎 耕 教授

「ＩＣＴコトづくり」への取り組みで
多様なスキルが身につく
ウェブサイトやアプリ制作の課題を通じて「コトづくり」を経験し、企画・開発を

行う難しさや全員で作り上げる楽しさ、完成時の達成感を味わうことができまし

た。プログラミングの技術をはじめ、ゼミ生の異なる価値観を組み合わせて総動

員させる企画力、ターゲットやニーズを的確に把握するための多角的分析力、

制作方針を何度も協議することからプレゼン力や論理的に伝える力なども培わ

れました。そして、今後ICTがどのように活用されていくべきか、社会のニーズを

意識しながら適切にAIやICTと向き合っていく力も身についてきました。さらに

ゼミのメンバーとは一緒に課題に取り組むだけでなく、年間の恒例行事で充実

した日々を過ごし、生涯を通じて付き合える仲間となります。経済学部でICTに

ついて深く学べる大学やゼミは全国でも珍しく、情報系の科目やゼミがあること

を志望理由として同志社大学経済学部を受験する人もいます。

杉村 しえなさん

3年次生
中村 彩夏さん

3年次生

Doshisha University Faculty of Economics11

ＤＸの担い手を
輩出する異色ゼミ

X-Tech（クロステック）は、フィンテック（Finance

×T e c h n o l o g y ）、リテ ー ル テック（ R e t a i l×

T e c h n o l o g y ）、エドテック（ E d u c a t i o n×

Technology）、フードテック（Food×Technology）、

クリーンテック（Clean×Technology）などの総称で

す。ＡＩ（人工知能）やＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、経済

活動のさまざまな場面に変革をもたらすＤＸ（デジタル・ト

ランスフォーメーション）が進展しています。

有用なＤＸを実現するためには、ＡＩやＩＣＴの専門スキル

だけでなく、その適用分野に関する専門知識が不可欠で

す。金融、小売、教育、食料、環境など、経済に関する専

門知識と、ＡＩやＩＣＴの専門スキルを併せ持つ人材が強く

求められています。

宮崎ゼミは、X-Techをテーマとして、文系学部でありな

がらＡＩやＩＣＴの利活用に取り組むユニークなゼミです。

ゼミ課題でゼミ生が開発したアプリは国際コンテストで

特別賞を受賞、また、ゼミで実践しているアクティブラー

ニングは、学会で最優秀論文賞を受賞しています。

宮崎ゼミ

Student’s Voice

情報システムの研究研究テーマ

     

経 済 学 部のゼミ

P i c k  Up !
同志社 経済 ゼミ 検索
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クエストルーム
経済学部・経済学研究科生専用の自習施設で
す。個室も設置しており、演習（ゼミ）での
グループワークや学生プロジェクトなどの取り
組みを自主的に進めることができます。ノート
パソコンやプロジェクタの貸出を行っており、
プレゼンテーションを行うことも可能です。

施 設 Pick Up!

ゼミテーマ
公共経済学・人口経済学・家族の経済学

内容
公共、人口、家族がキーワード。卒業研究の目的は、
先人の知見を理解したうえで something new
を述べ、「巨人の肩の上に立つ」ことです。

卒業論文例
■ 梅小路京都西駅と京都鉄道博物館の産業連関分析
■ 水道料金の決定要因と広域化の影響に関する研究

宮澤 和俊 ゼミ

ゼミテーマ
応用ミクロ経済学

内容
現実に解決すべき諸問題を取り上げながら、ミ
クロ経済学の手法を用いて実証分析できる分析
力を養っていきます。

卒業論文例
■ 転売の効率性とマーケットデザイン
■ 屋内全面禁煙化の経済分析

小橋 晶 ゼミ

ゼミテーマ
ビジネス情報システム

内容
スマートフォンの各種サービスやオンライン
ショップなどのビジネス情報システムを、経済・
ビジネスの視点から企画・開発・設計・運用で
きる人材を育成します。

卒業論文例
■ 5G 時代におけるリアルタイム 3D 映像配信の研究
■ ウェアラブルデバイスを活用した P2P 型新医療保険の提案

髙井 才明 ゼミ
ゼミテーマ

知識・制度・成長
ヨーロッパの視点から見る経済・社会

内容
どのような知識や技術、経済・社会の仕組みがその
経済・社会の発展を促すのかを考え、歴史を経て続
く研究関心を共有することを学びの目的とします。

卒業論文例
■ 労働時間から見る日本とドイツの比較
■ アメリカの医療問題から見る格差社会

菅 一城 ゼミ

ゼミテーマ
エコロジー経済学の基礎

経済至上主義から命を育む経済へ

内容
物質やエネルギー循環の仕組みなど自然界の摂理や
法則を踏まえた経済システムのあるべき姿を探求し
ます。公害被害・格差問題・良心学にも注目します。

卒業論文例
■ 「地産地消」は環境負荷削減に良い影響を与えるのか
■ リニアモーターカー導入による身体への電磁波問題

和田 喜彦 ゼミ

ゼミテーマ
人的資本（教育）の経済分析

卒業論文例

内容
人々の人的資本形成に関する意思決定の仕組み
と、一国の社会や経済に及ぼす影響を経済学的
視点から考察します。

■ 企業の採用活動の変遷と従業員規模別差異の比較
■ 中国における高等教育の機会均等性

四谷 晃一 ゼミ

ゼミテーマ
国際政治経済学

ガバナンスの革新と国際システムの歴史的な調整

内容
政治経済学、国際経済、国際関係論の基礎を学び、
歴史や現在の論争から、政治と経済との相互作用・
対立を考え、国際政治経済への学びを深めます。

卒業論文例
■ ヨーロッパと日本におけるポピュリズムの対比と影響予測
■ 米中貿易摩擦から考えられる国際政治経済の動向

小野塚 佳光 ゼミ

ゼミテーマ
資本主義をとことん考えよう！

内容
政治経済学の理論とデータを用いて現代社会を考
察し、豊かな生活が築かれた反面で貧富の格差拡
大なども生んできた資本主義について考えます。

卒業論文例
■ シェアリングエコノミーが引き起こす格差
■ グラミン銀行の日本への適用可能性について

大野 隆 ゼミ

岸 基史 ゼミ

ゼミテーマ
持続可能な経済社会を築くために、

私たちは何をどうすればよいのだろうか

内容
経済社会と自然との関わりについて、経済理論とフィー
ルドワークにおける実践を通じて理解を深め、持続可
能な経済社会を築くための解決策を探っていきます。

卒業論文例
■ インドネシアにおけるアブラヤシ栽培についてと日本の環境政策
■ 高山茶筌産業における持続可能な発展の考察と今後の展望

ゼミテーマ
日本経済とマクロ経済学

内容
日本経済を題材にしながら、初級から始めて応用的
な問題を考えることを通じて、マクロ的観点から経
済活動を理解し、分析できるような「経済を見る眼」
を養っていきます。

卒業論文例
■ 人工知能（AI）と今後の日本における雇用について
■ 貧困と教育格差

北川 雅章 ゼミ

ゼミテーマ
企業の組織と戦略に関する経済分析

内容
ミクロ経済学の応用分野としての産業組織、
企業経済の視点から企業戦略と市場の関係に
ついて学びを広げていきます。

卒業論文例
■ 企業業績と CSR －日本企業のデータを用いた実証分析－
■ 鉄道会社の多角化戦略と利益率決定要因に関する研究

竹廣 良司 ゼミ

ゼミテーマ
アメリカにおける経済問題の実証分析

内容
広く国際舞台で活躍しうる人物の育成を主眼と
し、データをもとにしたアメリカ経済の把握か
ら学びを広げていきます。

卒業論文例
■ リーマンショック後の雇用政策
■ 「時代の流れ」とハリウッド

角井 正幸 ゼミ



     

学生たちがチームを組み、自ら設定した課題を実現するために1年間あるいは半年
間かけて、自主的に学習・研究活動を行う取り組みです。採択されたプロジェクトには
補助が行われます。

学生プロジェクト 
Extracurricular Activities／

Active Learning

課外活動
アクティブラーニング

ACTION

Student's Voice

ビジネスアイデアの流れ

２０２１年度は大丸京都店からの「大丸京都店の運営する『だいまるきょう
とっこがくえん』をオンラインを活用して面白くする！」という課題を元に、学
生が同志社大学のある地元の地域資源を知り、掘り起こすとともに、with
コロナを踏まえた経済活動や教育のあり方を考えました。全体で２９件の応
募から書類審査で１０件が選ばれ、最終的に「香향（コウヒャン）」のアイデ
アが優勝。SDGsやアップサイクルに関する授業や香原料の説明後、数種
類の中から好きな香りを選んで調合し、自分だけの香りをつくってお香の文
化を学ぶアイデアが評価されました。大会後は大丸京都店の関係者との共
同プロジェクトで、アイデアを実施しました。

自ら考え、行動し、
新たなビジネスアイデアを創出

課題発見
ビジネス
解決方法

提案

提案の
練り上げ 審査

課外活動
アクティブラーニング

ACTION

ICT利活用の実態に

関する国際比較研究1 里山きゃんぱすプロジェクト

奈良県生駒市の耕作放棄地の整備を担い、里山保全活動を

進めています。地域の小学生たちと野草観察や作物の収穫、

田植え、稲刈りなどを行うことにより、普段何気なく身近にあ

る食や自然の尊さを感じ取ってもらうことができました。これ

らの体験を通じ、「生産者と消費者の関係性」を学びました。

また、地域交流を通して、地元職人とのつながり、林業関係者

との勉強会など、地域産業の伝承を学ぶことができました。

学生のうちに企業の方と協同で活動できることに
魅力を感じてこのプロジェクトに参加しました。活
動を通じて、日頃から問題意識を持つことの大切さ
や、課題発見から解決策を示すまでの過程におい
てデータによる裏付けの重要性に気づきました。実
際に現場を見ることで、課題の解決に向けてのヒン
トも得られました。今回私は取りまとめ役も務めまし

企業人との協同活動で、
多様な価値観を受け入れる力が身につく

たが、年齢が異なる方との交流によって、多様な価
値観を受け入れる力を身につけられたと思っていま
す。話し合いの場面では全員が発言しやすい雰囲気
づくりを考え、どんな時でも受け入れて理解する姿
勢が大事であると学びました。「やりたい」という思
いをすぐに行動に移せるのが学生プロジェクト。一
歩踏み出したい方はぜひ挑戦してください。

中山 寧々さん 4年次生

論理的思考力やコミュニケーション能力などの「実

践力」を基礎から築きあげていくことを目的に、例

年ディベート大会を実施しています。スキルアップ

講座などの「学びの場」も提供しているので、ディ

ベート未経験の方や苦手意識のある方も実践力を

身につけることが可能です。ここで培った実践力は

就職活動の際にも役立ちます。

ディベート大会の流れ

スキルアップ講座
【入門編】
はじめての方・
復習者向け

スキルアップ講座
【実践編】
大会出場者

向け

ディベート
大会
予選
本選

過去のテーマ例 

● 日本は小売店・飲食店の深夜営業を禁止すべきである。是か非か
● 日本は炭素税を強化すべきである。是か非か
● 日本は企業に対する正社員の解雇規制を緩和すべきである。　
   是か非か
● 日本は消費税の軽減税率を導入すべきである。是か非か
● 日本は道州制を導入すべきである。是か非か
● 日本はTPPに参加すべきである。是か非か
● 日本はすべての原子力発電を代替発電に切り替えるべきである。　
　 是か非か

● 企業戦略に関する調査研究とグループディスカッション
● 重要文化財の修繕による経済便益の調査－平等院鳳凰堂・清水寺を例に
● 大学生からのキャリア形成を考える研究プロジェクト

その他プロジェクト

同志社　学生ケーザイレポート

学生プロジェクトの成果報告はこちら

検索

2 化粧品の新商品開発の
流れを学び、経験する

100年にわたり受け継がれた伝統の技と新し

い発想で「紙」コスメを展開する「加美屋」。練

り香水やあぶらとり紙のデザイン考案から、店

頭での販売活動などを行いました。SNSを活用

したPRなどの販売戦略検討にあたっては、化

粧品メーカーや広告代理店の方を外部講師と

して知識を深めました。
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企業から与えられた課題をもとに、ビジネス的な視点で問題

解決方法を考えて、各チームで練り上げたビジネスアイデア

の新規性や有用性を競い合います。実際のビジネスの現場

で起きている問題解決に挑戦することで、課題解決能力や

コミュニケーション能力といった、社会人として必要な能力

が身につきます。

企業の抱える課題解決に
必要なスキルの習得および実践Project

ビジネスアイデア大会

Project

Project

ディベート大会

      

日本は、有償のライドシェ
アサービスを全て合法化
すべきである。是か非か

2021年度のテーマ

※2021年度は新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、オンラインでの
大会を開催しました。



     

     

Extracurricular Activities／
Global

課外活動
グローバル

ACTION
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世界の人と関わり、未来を考える
海外インターンシップは、経済学部独自のネットワークを通じて様々

な企業と連携し、海外で約２週間のインターンシップを体験できる

プログラムです。事前に日本でマナーや仕事内容について研修を

受け、現地では様々な部署に配属され、実際の仕事を体験します。

言葉や文化も異なる場所で、コミュニケーション力の重要性を実感

しながら業務を行うため、自然に語学力や業務遂行力を養うことが

できます。帰国後には、それぞれ発見した課題や得たものを成果報

告としてプレゼンテーションを行い、実習の振り返りをします。渡航

費・滞在費を含めて10万円以下（2019年度実績）の自己負担で参

加できるプログラムです。インターンシップ先となる企業や国は多

岐にわたります。世界各地の人々と関わり共に働くことで、新たな

発見をしたり、既成概念が覆されるような体験をしたりと、充実した

日々を送ることができます。また、約２週間の貴重な経験は、自分の

学びたいことや将来の目標を見つめるきっかけとなります。

◉ 海外インターンシップの流れ

希望する
インターンシップ先

へ応募
選考実施

海外インターンシップ
体験

約2週間、実際に現地で
業務を経験

成果発表会
インターンシップでの成果や

課題について報告

◉ 主なインターンシップ先（2019年度実績）

みずほ銀行デュッセルドルフ支店

石田大成社（現:ITP）

ドイツ

アメリカ

ダイキン工業

日本コルマー

ベトナム

中国

台湾 鶴見製作所

海外で約２週間のインターンシップを体験できます。
異国での就業体験を通して、コミュニケーション能力や任務遂行力を鍛えることが
未来を拓くための一つの糧となります。

海外インターンシップ

※2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から海外への渡航は行わず「オンライン海外ビジネス体験」として実施しました。

      

オンラインでの事前研修・ビジネス体験によって、
英語力を向上させるだけでなく、ビジネスで求められるスキルを
向上させることができるプログラムです。

オンライン海外ビジネス体験

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、海外インターンシップに

代わるプログラムとして、海外への渡航は行わず、５日間のオンライン海外

ビジネス体験を実施しました。

２０２１年度は、オンラインを活用し、海外企業（JTBオーストラリア）から出

される課題に取り組むだけでなく、提示されるテーマについて、現地学生と

英語でプレゼンテーションを発表し合うエクスチェンジプログラムにも取り

組みました。

経済学部独自のプログラム

課外活動
グローバル

ACTION

◉ オンラインビジネス体験の流れ

応募受付 選考実施 事前研修
（オンライン英語学習）

オンライン海外
ビジネス体験
（５日間）

成果報告会

ビジネス英語
レクチャー

現地社員との意見交換

プレゼンテーション準備
現地学生との

エクスチェンジプログラム

現地社員との意見交換

現地学生とのエクス
チェンジプログラム

人事担当による
英語面接レクチャー

模擬面接・フィードバック

研修成果プレゼン
テーション・振り返り

◉ プログラム概要（2021年度実績）

Day.1 Day.2 Day.3 Day.4 Day.5

海外で働くイメージを
持つことができた

仕事選びの
視野が広がった！

英 語 で のコミュニケー
ション力・プレゼンテー
ション力が身についた

◉ 参加した学生の声

（2021年度参加者数：12名）



          

     

キャリア形成支援の一環として、企業や行政の連携を前提とした教育・研究プログラムを構築して
います。2021年度はパナソニック株式会社・京セラ株式会社・川崎重工業株式会社・株式会社村
田製作所・日本ガイシ株式会社の5社および京都府丹後広域振興局、京都府伊根町、京都府宮津
市、京都府与謝野町、海の京都DMOの協力のもと、京都府丹後地方の地域経済の問題解決に取
り組むプログラムを実施しました。

産官学連携 キャリア形成プログラム
Career Development

キャリア形成

CAREER

ICT利活用の実態に

関する国際比較研究

課題
● Uターン、Iターンの促進に向けた課題の把握とプロモーション方法の検討
● eバイクツーリズムに向けたコース分析とプロモーション方法の検討
● 丹後いちおし食材を活用した若者向けプロモーション戦略の検討

キックオフ
課題

インプット
教員

フィードバック
中間報告

教員
フィードバック

最終報告会 現地報告会

1 2 3 4 5 6 7

◉ プログラムの流れ

流通

10.7% メーカー

23.4%

金融

21.5%

男子

流通

10.7%
金融

28.0%

メーカー

20.7%

マスコミ
情報

12.0%

サービス

13.3%

女子
公共

その他

13.8%
マスコミ

情報

16.1%

13.6%
サービス

公共
その他

14.0%

教育
学習支援

0.9%

教育
学習支援

1.3%

● みずほフィナンシャルグループ
● 三井住友信託銀行株式会社
● 株式会社NTTドコモ
● 楽天グループ株式会社

● サントリーホールディングス株式会社
● 日清食品ホールディングス株式会社
● ソニー株式会社
● パナソニック株式会社

● 大和ハウス工業株式会社
● 明治安田生命保険相互会社
● 株式会社野村総合研究所
● 国家公務員

大学3年次の秋頃から自己分析を始め、年明けから自分の志望する業界を
絞っていきました。留学中のホームステイ経験を振り返り、多くの人が住環
境に対して必要最低限で満足してしまっていることが気になり、それがきっ
かけで、家具や空間自体の提供を通してその人らしい住環境づくりをサポー
トしたいと思うに至りました。ニトリでは消費者のニーズを反映した商品を
手軽な価格で提供しており、トータルコーディネートを提案することでその
人好みの部屋づくりに貢献できると考えました。入社後は、消費者の不満や
不便を解消できるような商品の開発に携わりたいと希望しています。経済
学部では、世の中の事象に対して幅広く興味を持つことの必要性と、ひとつ
の事を深く考え続けることの重要性を学びました。今後の社会人生活にお
いても、世間の困りごとに対して興味を持ち、どうしたらその問題が解決で
きるかという「決まった正解がない問い」を考え続けたいと思います。

前田 泰良 さん　4年次生

内定先 株式会社ニトリホールディングス

決まった正解がない
問いを考え続けたい

企業や地域経済といった実社会をケースとしたプログ

ラムを実践することで、社会人基礎力や課題発見・問題

解決能力を養うとともに、研究活動のモチベーションを

喚起させます。また、キャリア形成の観点からも、進路

選択の具体化、多様化を図ることを目的としています。

日本企業を理解し、グローバル人材としてのスキルを

磨き、イノベーション人材として活躍するための好機と

なります。

実社会に即した学びを通して
社会人として飛躍できる力を養成

ビジネスアイデア大会や学生プロジェクトに参加した経験から、モノを
生み出すことで人々に新たな価値を提供できる人材になりたいと思い、
マーケターを志すようになりました。２年次の冬から幅広い業界のイン
ターンシップに参加して市場動向や業界全般の知識を得るとともに、自
己分析を行う中で「多くの人々が毎日触れるものに携わりたい」という
思いに気づきました。3年次の秋になると、BtoCの企業に絞り込み活動
を開始しました。業務内容や同業他社等の違いについて理解を深めるた
め、大学のキャリアセンターを通じてOB訪問で先輩方にお話を伺いまし
た。その結果、生活の中で人々が手にする機会が多い飲料業界を選択。
カルピス・三ツ矢サイダーなど幅広い年代から長く愛されている商品を手
がけるアサヒ飲料で、一人でも多くの人に飲料が持つ価値を届けたいと
思い入社を志望しました。入社後も経済学部の４年間で学んだ「多角的
な視点で物事を捉える力」を活かしていきたいです。

南川 瑞紀 さん　4年次生

学びを活かして、
新たな価値を生み出したい

アサヒ飲料株式会社内定先

https://e-career.doshisha.ac.jp/

キャリア形成

CAREER

就業者の業種別比率

主な就職先
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Student's Voice

学生一人ひとりとの個別面談のほか
自宅からでも見られるデータベースを完備
キャリアセンターでは、企業等での経験豊かな

キャリアアドバイザーを配置し、一人ひとりの希

望・特性にふさわしい就職実現を目指してサポー

トを行っています。2020年1月からWebによる

相談予約を開始し、より利用しやすくなりました。

就職活動に関する情報が氾濫する中、本学で

は企業の最新情報を収集・蓄積し、正確でタイム

リーな情報を提供しています。キャリアセンター

内の資料室では企業情報が、PC利用スペース

ではビジネス向けオンラインデータベースサー

ビスを利用し、企業情報を閲覧することができま

す。また、キャリアセンター独自の情報を提供する

Webシステム「e-career」は就職活動の貴重な

ツールとなっています。

キャリアサポート

      

就職実績 2021年4月採用



経済学部の学生たちは様々な学びを通して、自分の力を育み、
将来の道を切り拓いています。

経済学部には様々な挑戦を後押ししてくれる場が
あります。手厚くサポートしてくださる教授や職員
の方々、多種多様な面白い友人、グローバルな環
境に毎日刺激を受けました。そこで自分が何をし
たいか考え、主体的に動けたことが進路選びにつ
ながったと感じています。

【内定先】川崎重工業株式会社
田中 ひかりさん 4年次生

京都にある企業のご協力を得て、「企業の魅力
をどう学生に伝えるか」をテーマにプロジェク
トを行いました。グループで解決策をディス
カッションし、企業の方と連絡を取り合いなが
ら試行錯誤を繰り返しました。自身のキャリア
に対する視野が広がり、課題を設定して取り組
む中で課題発見力が培われました。

学生プロジェクト
ACTION　

大野ゼミ
「日本においてワークシェアリングは実現可能
か」をテーマにゼミ生と共同で論文を執筆しま
した。文献を読み込んで物事を批判的に見る作
業を通して、未知の問題に対して粘り強く取り
組む力、そして論理的に考える力が身につきま
した。ゼミでは、グループでディスカッション
や、他大学を交えてプレゼンテーションする機
会が多くあります。その中でプレゼン能力や説
明力なども養うことができました。

STUDY

この経済学部で、社会で生じている様々な事象
について、常に「なぜ？」と問いかけ、人々のニー
ズを捉えることの奥深さを知りました。データを
駆使して複雑な要因を紐解き、「本当に人々が求
めているものは何か」を捉えて新たな価値を提供
していく仕事に惹かれ、マーケターを志望しまし
た。ゼミ活動で得た分析・思考力とリーダーシップ
を存分に活かしたいです。

【内定先】アサヒビール株式会社
樋野 晃大さん 4年次生

ひとつのテーマで肯定側・否定側に分かれて討議
するため、「自分たちの主張したいことが、最大限
伝わるにはどうすればよいか」を常に意識して訓
練しました。チームメンバーと互いに助言し合う
中で、論理的思考力とプレゼン力が培われました。
同時に、メンバー間で意見をぶつけ合って戦略の
精度を高め、個々の強みを活かした役割分担によ
りチームワークを強化。この過程を通じて、チー
ムで協働する重要さも改めて実感しました。

ディベート大会
ACTION　

竹廣ゼミ
「企業の実証分析」をテーマに、企業の経営戦略
が他社や市場、消費者にどのような影響を与えた
のか仮説を立て、経済理論や統計ソフトによる分
析を通じて検証していきました。ゼミでの発表と
議論によって、双方が意見を効果的に伝えて深く
理解し合うコミュニケーション能力が身につき
ました。この意思疎通スキルは就職活動でも強み
となりました。

STUDY

４年間の STUDY ACT ION　であなたも成長できる !

同志社大学では「同志社大学版新型コロナウイルス感染症拡大予防のためのガイドライン」に則り、感染拡大の予防に最大限配慮しながらネット配信授業
と対面授業の２形態を基本とし、新しい授業運営形態により教育を行っています。なお、本紙面でご紹介している内容は2022年2月時点での対応であり、
今後変更される可能性があります。本学の新型コロナウイルス感染症に係る最新の対応については、大学オフィシャルサイトをご確認ください。

https://www.doshisha.ac.jp/information/covid.html

2021 年に本学 1 年次生・2 年次生を対象に実施したアンケート
調査※によると、経済学部 1 年次生のノートパソコン（モバイル型）
の保有率は 92.8% でした。
同志社大学では、大学が提供する ICT サービスを効率的に利用で
きるようノートパソコンの携行を推奨しています。なお、キャン
パス内には多くの無線 LAN（Wi-Fi）アクセスポイントが整備さ
れていますが、自宅や下宿先等からネット配信授業を受講できる
ように、インターネット接続環境を用意してください。
※同志社大学「2021 年度 臨時学生調査」（2021 年 5 月 28 日～ 6 月 4 日実施）

A.

パソコンは必須ですか？Q.
経済学部のカリキュラムでは、「基礎演習」などの科目を初年次教
育（導入科目）として位置づけ、１年次に履修することを必須とし
ています。これらの科目の多くは、教育効果の観点から、対面で実
施しています（2021 年度開講実績より）。
また、外国語などの授業は、担当者により授業実施方法は異なりま
すが、授業の特性上、対面で実施されることが多いため、オンライ
ン授業のみの時間割を組むことは現実的には難しいでしょう。大学
入学後は、大学にいつでも登校できるように計画してください。

A.

大学に登校せずオンラインのみで
授業を受けることはできますか？Q.

FAQ よくある質問

対面授業
経済学部では、対面授業による教育効果が高いと位置
付けている科目やゼミなどの少人数授業を対面授業で
実施しています。
※写真は 2019 年に撮影したものです。

ネット配信授業
ネット配信授業は、オンデマンド型が基本となります。教育
効果を高めるために、双方向オンライン型を採用している授
業もあります。

［ある学生の１日］Time Schedule
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キャンパスライフ

CAMPUS
LIFE

日本のモノづくりの魅力を
伝えるグローバルな
人物として活躍したい

マーケターとして
日本一売れる商品を
創りたい

授業教室は前後左右に
一定の間隔を確保でき
るよう定員を設け、利
用できる座席を指定し
ています。

10:45 対面授業 12:15 昼食
ネット配信授業の場合、オン
デマンド型が基本です。
大学でも自宅でも、何度も動
画を再生することができます。

13:30 ネット配信授業
クエストルーム（p.12参照）では、
Wi-Fiを完備。
そのほか、学生ラウンジやラーニン
グ・コモンズなども利用できるため、
授業がない空き時間に授業準備や
課題に取り組むことも可能です。 

15:00 レポート作成 17:00 帰宅

オンデマンド型

双方向オンライン型

動画配信型授業。ネット環境があれば、いつでもど
こでも視聴できます。

リアルタイムで行うライブ配信授業。

     

大学の
授業風景

Student’s Voice

自分の好きな時間に
受けることができる。

繰り返し理解するまで動画
を見ることができる。

グループディスカッションな
どを通してコミュニケーショ
ン能力が向上する。

やる気が出て効率的に
取り組むことができる。　　　

対面授業 ネット配信授業

［学生の声］



            

      

経済学部の教員は、それぞれ多種多様な研究を行っており、学生は幅広い学びを展開して

いくことができます。魅力あふれる教員から学ぶことで、経済学はより楽しくなります。
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荒渡 良
所得格差や経済成長、失業問
題などについての研究を行って
います。大学では自分が関心を
持った分野について学びを追求
してください。

石田 葉月
資源・エネルギー問題の背後にあ
る問題はどのように解決すべきで
しょうか？答えを急がず、じっくり考
えていきましょう。

宮本 大
能力開発に焦点を当て、データ
の分析から組織における持続可
能な人材マネジメントのあり方
を探求。技術者が生み出すイノ
ベーションについても考えます。

小野塚 佳光
グローバリゼーションと呼ばれる
社会変化を、国際政治経済の秩
序再編、資本主義と危機の性格
に結びつけて考えます。

角井 正幸
「計量経済史」の手法で19世
紀合衆国の経済発展史、特に農
業部門とその西漸（合衆国の西
方への拡大）に注目して研究を
行っています。

和田 喜彦
エコロジー経済学を専門として
います。経済のグローバル化、環
境問題、格差拡大など様々な問
題がある現代、社会貢献に参画
することができる人材になってく
ださい。

和田 美憲
社会心理的な側面に注目しなが
ら、消費者や企業の行動そして
宗教行動を分析し、行動経済学
の新たな理論の構築を行ってい
ます。

八木 匡
経済学部の学びで自ら問題を発
見する能力、発見された問題を
分析する能力、そして分析結果
を基に政策提言を行う能力を高
めていきましょう。

山森 亮
福祉国家の現状を理解し、明日
をより良くするため一緒に考えま
しょう。学生時代はたくさん本を
読み、充実した時間を過ごしてく
ださい。

横井 和彦
中国における「混合所有制改革」
の行方や結果を、建国以来の歴
史や国有企業改革の経緯をふま
えながら研究しています。

四谷 晃一
人的資本蓄積とマクロ経済の相
互作用について経済理論を用い
て分析しています。学生の皆さ
んには、4年間で新しいことをた
くさん経験してもらいたいです。

太下 義之
文化芸術の創造・振興と創造的
な経済の関係について研究して
います。学生の皆さんには、クリ
エイティブで面白くてワクワクす
る大学生活を過ごしていただき
たいと思います。

迫田 さやか
所得分配の様子や社会格差につ
いて研究しています。どの様な
制度があれば、個人の才能を活
かしていけるか、学びを通して
様々な能力を涵養しつつ、共に
考えましょう。

佐竹 光彦
統計学や計量経済学は限られた
情報にもとづいて、母集団の正
しい姿を推測します。確率的な
ものの見方を学んでください。

鹿野 嘉昭
日本経済のありようについて、主
として金融制度とのかかわりで
研究しています。日本の中小企
業の経営財務実態に関する分析
を進め、書籍も出版しました。

菅 一城
「ヨーロッパ経済」の講義を担当
しています。経済学部はいろい
ろなことを研究対象として学べ
る学部。自ら研究課題を見出し
ていきましょう。

髙井 才明
経済学部で学ぶ、経済学や情報
技術、語学などの知識・技能は、
ビジネスの世界ではいまや必須
の能力。それとともに大学生活で
しかできないことも満喫してくだ
さい。

竹廣 良司
データを用いた実証的分析で企
業組織や行動を明らかにする学
びを行っています。経済学部で
の学びを通じて、問題を見極め、
冷静に解決する方法を身につけ
てください。

田中 靖人
理論が現実理解の鍵であると
の信念のもと、理論的な経済学
を教えています。大学の自由な
空気の中で、自らの興味で研究
テーマを決め、自分のために勉
強してください。

谷村 智輝
資本主義経済のグローバル化を
ゼミの主題としています。4年間
をどこで学ぶかではなく、何を学
ぶかを大切に過ごしてください。

宮崎 耕
ネットやコンピュータの基礎か
ら、高度な情報システムの構築
まで、しっかりと学べるのも本
学部の特長です。「経済学×ＡＩ
＆ＩＣＴスキル」でイノベーション
を起こしませんか？

宮澤 和俊
どうすればみんなが幸せになれ
るのか、政府は何をすべきかな
ど、皆さんと一緒に解決策を見
つけ出しましょう。クリアな頭脳
と思いやりの心があれば大丈夫！

茂見 岳志
経済学は経済現象を分析する学
問です。理論に基づいて体系化
され蓄積されてきた知識や方法
を学び分析しましょう。それが大
学における「研究」です。

長澤 勢理香
経済の歴史をテーマに研究して
います。過去の出来事や各地域
同士の関係が、現在私たちが住
む世界を作り上げてきました。現
代の「なぜ」を、歴史や経済の多
様な視点で考えてみましょう。

新関 三希代
行動ファイナンスや金融派生商
品の実証分析をしています。投
資家や企業人の心理、世の中の
オカネの流れ、身近な企業の儲
け方など、色々な角度からデータ
を用いて調べてみましょう！

西岡 幹雄
持続的発展可能な社会のため、
簡単な指標を作成し、信頼の構
造、社会メンバー間の協調と役
割、人間・自然・もの・制度的な比
較ができる仕組みを考えます。

落合 仁司
数学を言葉として、政治、経済
の根本問題を考えていきたいと
思っています。時には難解なも
のもありますが、まずはともに学
んでいきましょう。

奥田 以在
京都の歴史を追い、最小のコ
ミュニティ「町」を分析していま
すが、学生の皆さんには京都の
街に出てほしい。そこでの出会
いこそが学びです。

大野 隆
常に問題意識を持ち先行研究を
まとめ、仮説を打ち立て、データ
や理論を用いて論理的に証明。
さらに論文にまとめ発表すると
いうことに挑戦してください。

北坂 真一
マクロ経済学や計量経済学の手法
で日本と世界の経済を分析してい
ます。経済学は複雑な経済問題を
正しく理解し、困難解決に導くツー
ルです。

小橋 晶
自ら考え、社会の仕組みを理解し
たいという意欲があれば、経済学
を学ぶことを通じてきっと成長で
きるはず。意欲のある学生を歓迎
します。

小林 千春
経済学を通して論理的思考能力を
育成し、問題の本質を見極める目
を養いましょう。経済学的な考え方
は、社会に出てから必ず役に立ち
ます！

小藤 弘樹
日本、中国、東南アジアなどにおけ
る産業集積の経済分析、地域・都市
における社会的共通資本の経済分
析を研究のテーマとしています。

久保 徳次郎
経済学部に入学した限りは、4年間
しっかりと学び、経済学の分析手
法とロジックを使って、実際の経済
問題を解説できる能力を磨いてい
きましょう。

三俣 学
資源・環境問題について学際的研
究をしています。「生活世界」に視
点を置き、「理論と現場」を往還し
ながら環境問題について一緒に学
んでみませんか？

河島 伸子
「文化」を支える経済のあり方を研
究しています。大学では面白いと
思った授業や先生に食いつき、自
主的に学びを深めてください。

岸 基史
自然環境と調和した経済社会を
築くために私たちは何をどうす
ればよいのかをともに考えましょ
う。 Think, Decide, Act ! You 
Have Power !!

北川 雅章
マクロ的な金融政策の効果を研究
することが、私の研究テーマであり
自己表現です。皆さんも経済学部と
いうステージで向上心を持って納
得のいく自己表現をしてください。

東 良彰
生産、分配および消費とその相
互連関を理論的・実証的に分析
し、現代の日本経済や世界経済
の諸問題を考え、具体的政策に
ついて考察します。

福岡 正章
講義では、皆さんの日本やアジ
アに対する見方を広げられるよ
う努力しています。4年間ででき
るだけたくさん本を読み、飛躍し
てください。

船橋 恒裕
日本の急速な少子化や高齢化、
人口減少などに鑑み、社会保障

（年金、医療、介護・福祉、雇用、
育児、貧困、バリアフリーなど）
について考えてみませんか。

二神 孝一
経済学を学び研究することで経
済現象を含め様々なことがらに
問題意識をもてるようになってほ
しいと思います。そして一生モノ
の問題解決能力を養っていただ
きたいです。

本領 崇一
国際感覚を身につけ、論理的に議
論を組み立て、効果的に人に伝え
る能力を磨いてください。ミクロ
経済理論はそのための道具です。

      

教員紹介

Faculties

笠井 高人
アダム・スミスやケインズといった
経済学者の著書をもとに、経済学
の歴史を研究しています。常識に
とらわれずに物事を分析する目を
共に磨きましょう。
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