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1965年に開設された経済学研究科は、経済学の基本となる歴史・理論・政策の 3 分野を中心に研究ができるよう
カリキュラムを編成しつつ、実務的な分野、とりわけ実社会の経済の激しい変化に対応し、より専門化された研
究領域をカバーする応用経済学の分野も重視しています。また、財政や税法の関連分野における人材育成にも力
を入れ、税理士資格試験の一部が免除される履修制度を導入しています。これにより、本研究科は税理士界で活
躍する修了生を多数輩出しています。修士課程では研究基礎力の着実な向上をはかり、博士課程ではプロとして
研究を行うスキルの修得をはかります。なお、博士課程では、学生一人に対して指導教員による個別指導に加え、
複数教員による集団指導も実施し、課程在学中に博士論文を完成して、学位が取得できるよう支援体制を整えて
います。また、本研究科において修士課程修了者と同等程度あるいはそれ以上の学力を有すると認められた者は、
修士課程を経ることなく、直接博士課程へ進学することができます。

研究科長挨拶

国士舘大学大学院経済学研究科は、「社会
に貢献できる経済分野の専門家の育成」を
理念に、研究者の養成と高度専門職業人の
育成に努めます。
同修士課程では、経済学修士の学位の取得
に必要な学問的基礎力と専門的能力の育

成、及び税理士等の国家資格の取得を目標
とし、同博士課程では、経済学の博士学位
の取得を目標とし、その実現に必要なカリ
キュラムと科目を社会の変化や時代のニー
ズに応じて充実・整備し、懇切丁寧、きめ
細かな指導を行います。

経済学研究科長

許 海珠

修士課程

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
修士課程では、研究者または高度専門職業人としての学問的基礎
を修得し、自立して問題解決に当たることができる能力を備えた
人材の養成を目指しています。そのため、次のような資質や意欲
を持つ学生を積極的に受け入れます。
1 ．企業経営における課題に関心を持ち、自ら求めて学ぶことが

できる者。
2 ．積極的に他者とかかわり、対話を通して相互理解に努める意

欲がある者。
以上の求める学生像に基づき、一般選考入学試験、社会人選考入
学試験、留学生選考入学試験、学内選考入学試験を実施し、研究
者・高度専門職業人となるべき豊かな素養と能力を重視した入学
者選抜を行います。
なお、修得しておくべき知識等の内容・水準を以下の通り求めます。
１．経済学専攻での学修に必要な学部教育水準の充分な基礎学力

としての知識・理解・技能を有している。
２．希望する専修科目分野について、多面的かつ論理的に考察し、

自分が考えたことを、他者に対してわかりやすく表現するこ
とができる能力を有している。

３．高度な専門的知識や職業上の新しい知識を主体的に修得する
ことを目指し、他者と協力して研究に取り組み、社会に貢献す
る意欲を有している。

研究指導
（1）専修科目の選択
受験時に主要科目の中から選択した科目が専修科目となります。
入学後は、その専修科目を担当する教員を指導教員として、修了
するまでに研究全般の指導を受け、修士の学位論文を完成させる
ことになります。

（2）論文指導
本研究科では、自由な雰囲気の中で学生はのびのびと、そして高
度な指導が受けられます。
①�学生が希望すれば、指導教授の許可を得て、複数の教員から指

導を受けることができます。

経済学研究科
Graduate School of Economics
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②�修士論文の作成段階で、「論文の中間発表会」が実施され、全教
員からコメントをもらい、その内容を修士論文に取り入れて内
容の改善と充実をはかり、質の高い論文の完成を目指します。

③�特定の学説に束縛されることなく、自由に自己の思想・思考に
基づいて研究することができます。

④�自己の専修科目は、特別の事情がない限り入学後に変更するこ
とはできません。

⑤�指導教員が、研究上必要と認めた場合は、本学大学院の他の研究
科の講義科目を 4 単位まで履修することができ、修得した単位
も、修了所要単位として算入することができます。

社会人の受入れ
職業を持ちながら、自己の研究を進めたい、あるいは資格取得を
目指す者のニーズに応えるため、一般選考とは別に社会人選考を
設けて社会人学生を積極的に受け入れています。試験科目は、「小
論文」と口述試験のみ実施し、一般選考に比べ受験科目の負担が
軽減されています。また授業料の減額措置や授業時間を土曜日や
夜間の時間帯に配置するなど社会人学生に学びやすい学修環境
を提供しています。

（シニア特別選抜）
社会人選考の中で、満55歳以上の者については「シニア特別選抜」
を行います。選考は、書類審査と口述試験のみで行われます。ただ
し、この選抜は税理士資格関連科目以外の科目を専修科目とする

者が対象で、税理士資格関連科目を専修科目とする者は、一般の
社会人選考を受験してください。

学　位
修士課程に 2 年以上在学し、所定の単位を修得し、修士論文を提
出して、その審査及び最終試験に合格した者には「修士（経済学）」
または「修士（学術）」の学位が授与されます。

修了単位
修了に必要な単位数は次のとおりです。

年　次 専修科目（12単位） 専修科目以外の科目（20単位）
講　義 演　習 講　義

第 1 年次 4 4 20第 2 年次 4

取得資格等
1 ．高等学校教諭専修免許状（「地理歴史」・「公民」・「商業」）�と中

学校教諭専修免許状「社会」が取得できます。ただし、すでに
1 種の免許状を取得していることが条件となります。

2 ．税理士資格関連科目の一部免除申請の要件が整っています。
ただしこの場合は、「地方財政論・地方税法研究」「租税論・租
税法研究」「国際租税法研究」を専修科目とし、税法に関する
テーマで研究し、修士論文を完成させる必要があります。

博士課程

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
博士課程では、学問的基礎を修得した上で、自立して問題解決に
当たることができる能力を備えた人材の養成を目指しています。
そのため、大学院修士課程と同程度の経済学分野における基礎知
識を持ち、次のような資質や意欲を持つ学生を積極的に受け入れ
ます。
1 ．大学等で教育・研究に携わることを目指す者。
2 ．官庁や民間企業で活躍する高度専門職業人を目指す者。
以上の求める学生像に基づき、一般選考入学試験を実施し、研究者
となるべき豊かな素養と能力を重視した入学者選抜を行います。
なお、修得しておくべき知識等の内容・水準を以下の通り求めます。
1 ．大学院修士課程修了者と同程度の経済学の専門知識及び語学

力（特に英文読解力）を身に付けている。
2 ．社会、国家、国際社会のあるべき姿や課題について、修得して

きた知識や情報をもとに論理的に考え、その結果を他者にわ
かりやすく説明できる。

3 ．時流に流されない主体性を持つとともに、自己と異質の見解
でも寛容に受け入れ、そうした人々と協働し、公徳心を持っ
て様々な社会問題の解決に取り組んでいく。

研究指導
（1）専修科目の選択
本研究科の博士課程を志願する者は、受験時に主要科目の中から
自己の研究テーマに沿った科目を選択しなければなりません。こ
の科目が入学後の専修科目となります。

（2）論文指導
入学後は受験時に選択した専修科目の担当教員を指導教員とし

て、研究全般及び博士論文の作成等について指導を受けることに
なります。
博士学位の取得については、入学直後から学生に博士学位請求論
文の要件および基準、博士課程 3 年で学位取得するためのモデル
プランや博士号授与の工程表を明確に示して早い段階から研究
に意欲的に取り組むよう指導しています。
なお、学生が博士課程の在学中に博士論文を完成し、学位が取得
できるよう複数教員による集団指導体制を導入するなど、学生の
研究を様々な側面からサポートしています。
また入学後は、必要な外国語の教育も受けられます。

学位
博士課程に 3 年以上在学し、履修科目について所定の単位を修得
し、かつ履修科目の成績並びに学位論文の審査及び最終試験の総
合判定に合格した者には、学位「博士（経済学）」または「博士（学
術）」が授与されます。
博士の学位論文は、独創性に加え、従前の経済学に新しい知見を
加えるものであり、学位申請者には、自立して研究を継続するこ
とができる高度の研究能力とその基礎となる豊かな学識を有す
ることが求められます。

修了単位
修了に必要な単位数は次の通りです。

年　次 専修科目（16単位） 専修科目以外の科目（ 4 単位）
講　義 演　習 講　義

第 1 年次
4

4
4第 2 年次 4

第 3 年次 4
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カリキュラム
経済学専攻
修士課程

授業科目 担当教員 備考

主
要
科
目

ミクロ経済学研究 多部田直樹
マクロ経済学研究 永冨　隆司
日本経済史研究　※ 阿部　武司
西洋経済史研究 中岡　俊介
近代経済思想史研究
ヨーロッパ思想史研究 生方　淳子
経済政策研究
国際経済研究
国際マクロ経済学研究 野下　保利
国際租税法研究 関口　博久
租税論・租税法研究 松本　敏朗
税法史研究
地方財政論・地方税法研究 岩元　浩一
アジア経済研究 許　　海珠
労働経済研究 熊迫　真一
計量経済学研究 石山　健一
経済統計研究 貫名　貴洋
経済と法研究　
人的資源管理研究　
財務監査研究
情報産業研究 加藤　将貴
企業経済研究 三輪　晋也
経済学史研究　※ 藤井　賢治

特
修
科
目
※

貨幣金融研究
国際ミクロ経済学研究 多部田直樹
日本経済研究 貫名　貴洋
中国経済研究 許　　海珠
ヨーロッパ経済研究
アメリカ経済史研究 中岡　俊介
EU統合史研究 生方　淳子
景気変動論研究 野下　保利
財務会計研究
統計学研究　 石山　健一
数理経済学研究　 永冨　隆司
開発経済研究
福祉の経済学研究 国府田文則
財政学研究
租税政策研究 関口　博久
租税判例研究　 松本　敏朗
人事経済学研究 熊迫　真一
情報社会及び情報倫理研究 加藤　将貴
簿記会計研究　
企業金融研究　 三輪　晋也
財政史特殊研究　
国際金融特殊研究　 日下　　淳
文献講読（英語）　 中岡　俊介
文献講読（ドイツ語）　
文献講読（フランス語）　 生方　淳子
文献講読（日本語）　 阿部　武司

博士課程
授業科目 担当教員 備考

主
要
科
目

ミクロ経済学特別研究 多部田直樹
マクロ経済学特別研究
日本経済史特別研究　※ 阿部　武司
西洋経済史特別研究 中岡　俊介
近代経済思想史特別研究
経済政策学特別研究
国際経済特別研究
国際マクロ経済学特別研究　※ 野下　保利
国際租税法特別研究 関口　博久
租税論・租税法特別研究 松本　敏朗
税法史特別研究
地方財政論・地方税法特別研究 岩元　浩一
アジア経済特別研究 許　　海珠
企業経済特別研究 三輪　晋也
経済統計特別研究
情報産業特別研究
経済と法特別研究
開発経済特別研究
人的資源管理特別研究
財務監査特別研究
財務会計特別研究

　私は中国の中南大学を卒業した後に、これまでに学
んできた学問や知識が不十分であると思い、日本への
留学を決意しました。学部では「漢言語文学」を専攻し
ましたが、経済学についてはずっと興味を持ち、大学の
学部の時代から、経済学と関連する講座を積極的に受
講しました。そして、日本で日本語学校での語学勉強を
経たのちに、経済学、とりわけアジアと中国経済との関
係性について学びたい一心で、本研究科の修士課程に
進学しました。
　大学院入学後、1年生の勉強では、2年生に修士論文
に専念できるよう、修士課程修了に必要な講義科目の

単位を全部 1 年生で履修しました。それぞれの講義科目の発表が毎週あり、毎日が忙し
い日々でしたが、とても充実していました。また、図書館や大学院生の自習室にパソコン
が設置されているため、効率よく研究することができました。このような恵まれた施設
と環境は私の研究に非常に役立ちました。大学院では、高度な専門性を持つ様々な分野
の授業を受講することができます。また、学部の授業と異なる点として、受講人数が基本
的に少人数であるため、自分の意見がとても言いやすく、教授と議論しながら最後に論
点をまとめ上げるなどの作業が常に行われ、深い学習ができます。2年生の修士論文を執
筆する過程では、指導教員の指導のもとで、論文の書き方や論点のまとめ方など多くの

ことを学びました。また、2年連続本学支給の留学生奨学金をもらうことができ、大変感
謝しています。
　私は2020年3月に本研究科を修了し、中国に戻りました。現在はIT企業のByteDance

（TikTokの親会社）で働いています。本研究科で学んだ経済学の知識が現在大いに活か
されています。自分自身を豊かにするために今も毎日新しい勉強に励んでいます。修士
課程の2年間、私は先生から知識を得ただけではなく、先生は私の人生にたくさんのイン
スピレーションを与えてくれました。最後に経済学研究科への入学を検討されている皆
さんに次の言葉を送りたいと思います。「人生は自分自身がつくるもの。これまでも、こ
れからもずっと。」是非、国士舘大学の大学院経済学研究科で学んでみてください。

盛　妍磊  Sheng Yanlei
経済学研究科　経済学専攻　修士課程　修了　アジア経済研究

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

1 労働経済 
研究講義

2 人的資源管理 
研究講義

文献講読 
（日本語）講義

3 アジア経済 
研究講義

4 中国経済 
研究講義

5

6 アジア経済 
研究Ⅰ演習

西洋経済史 
研究講義

7

修士 1 年次時間割

※：講義のみ

※：講義のみ

下記は、令和 4 年度における開講予定科目です。
令和 4 年度においては開講科目、担当教員共に変更となる場合があります。

先輩からのメッセージ



Teacher introduction

教員紹介
経済学研究科

担当科目については、主な科目を掲載しています。その他の担当科目については、開講予定科目一覧表を参照してください。
＊印は博士課程を兼ねて担当している教員を表します。

阿部 武司＊
ABE Takeshi

担当科目／日本経済史研究、文献講読（日本語）、日本経済史特別研究

1982年東大大学院経済学研究科修了（88年東大経済学博士）、
以後、東大社会科学研究所助手、筑波大学社会科学系講師、大

阪大学経済学部助教授・教授、同大学院経済学研究科教授を経て2014年国士舘大
学政経学部教授。

『日本における産地綿織物業の展開』（東京大学出版会、
1989年、単著）、Region�and�Strategy�in�Britain�and�Japan

（Routledge,�2000,�共編著）、『通商産業政策史　第 2 巻　通商・貿易政策　1980-
2000』（経済産業調査会、2013年、編著）。

研究テーマ
近代日本経済史、比較経営史

Message
経済史は、趣味的に過去の事象を調べる学問ではありません。経済理論や現代の
経済の分析を志す人にも様々なアイデアを与えてくれます。大いに学んでくださ
い。

石山 健一 ISHIYAMA Ken-ichi
担当科目／計量経済学研究、統計学研究

主な経歴
1996年岡山大学経済学部卒業。1998年岡山大学大学院経済学
研究科修了。2001年岡山大学大学院文化科学研究科修了。東洋

大学、成蹊大学、中京大学等の非常勤講師を経て、2011年より国士舘大学専任講
師、その後、准教授となる。

主な著書・論文 日本の地域景気循環に対するクロスウェーブレット解析（『政
経論叢』第166号）Recognition�of�transition�patterns�in�a�

business�cycle�model�using�unstable�periodic�orbits（International�
Journal�of�Bifurcation�and�Chaos�Vol.21�No.4（共著））

研究テーマ
計量経済学の立場から、経済時系列、とくに地域景気循環の関連性を示す時系列
データに対する統計学的分析手法について研究する。

Message
分析手法の良し悪しについて考察する上では、数学と数値計算が有用なスキルと
なるが、統計学や経済理論に関する勉強もおろそかにしてはならない。

加藤 将貴  
KATO Masaki

担当科目／情報産業研究、情報社会及び情報倫理研究

主な経歴 情報セキュリティ大学院大学客員研究員、中央大学大学院理
工学研究科兼任講師、神奈川工科大学情報学部、和洋女子大学

全学教養センター非常勤講師等を経て2019年 4 月より現職。

主な著書・論文 ・Super�Smart�Society�and�Computerized�Accounting�：�
Focus� on� Accounting� Information� System,� ICBM�

Business�and�Accounting�Research,�Vol.5・「簿記会計教育に関する史的考察」
『経営会計研究�第22巻』他

研究テーマ
情報科学技術、情報倫理・セキュリティ

Message
情報科学技術の発達が、パラダイムシフトを加速させています。大学院での研究
生活が、皆さんにとって充実したものとなるよう努めます。

岩元 浩一＊
IWAMOTO Kouichi

担当科目／地方財政論・地方税法研究、地方財政論・地方税法特別研究

主な経歴 1981年青山学院大学大学院経済学研究科修士課程修了、1984
年東海大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学、

1984年～1987年静岡英和女学院短大専任講師、1987年国士舘大学専任講師、助教
授、教授、現在に至る。

主な著書・論文 「現代地方財政論」大蔵財務協会、「国民経済と財政」高文堂、
「事業税改革の意義と問題点」政経論叢、「地方自治体の機能的

変化と特別区の財政分析」政経論叢、「法定外税と法定税における租税負担の合理
性」政経論叢

研究テーマ
「地方分権と地方税源の拡充」

Message
地方分権を推進する立場から議論するが、国からの権限を移譲してもその行使に
は財政的な裏付けが必要となるため、国税・地方税の再編成を中心に進める。税理
士試験の免除科目でもあり、それを目的とした学生も多く受け入れる。

生方 淳子  
UBUKATA Atsuko

担当科目／ヨーロッパ思想史研究、文献講読（フランス語）、EU統合史研究

主な経歴 1983年東京大学大学院仏語仏文学専攻修士課程修了　96年
パリ第 1 大学（パンテオン＝ソルボンヌ）にて哲学博士号取得

　97年国士舘大学講師、98年～同助教授、2008年～同教授　05年～東京大学、青山
学院大学・立教大学兼任講師、フランス国立近代草稿研究所客員研究員を歴任

主な著書・論文 『戦場の哲学　「存在と無」に見るサルトルのレジスタンス』、
法政大学出版局、2020（単著）、『サルトル読本』法政大学出版局

2015（共著）、『サルトル、21世紀の思想家』思潮社�2007（共著）、『死の人間学』金子書
房�2007（共著）、『プロヴァンス有機農業紀行』国士舘大学外文研17号�2007、『フラ
ンスのマスメディアの歴史と現状』国士舘大学政経論叢123号2003

研究テーマ
①ヨーロッパ哲学・思想・文化史　②EU研究（政治、経済、社会、文化、教育）

Message
2020年 1 月 1 日に英が完全離脱し27カ国で再スタートしたEU。コロナ禍からの
復興を単なる復旧ではなく、脱炭素社会・デジタル化社会の実現と表裏一体で目
指しています。その足取りを具体的に追うとともに、EU統合の根底にあるヨー
ロッパ2800年の自己形成の思想史も掘り起こしていきます。

貫名 貴洋  
KANMEI Takahiro

担当科目／経済統計研究、日本経済研究

主な経歴 広島大学大学院社会科学研究科博士後期課程修了。博士（経
済学）。広島経済大学経済学部助教・准教授、Universitas�

Gadjah�Mada（Indonesia）客員研究員を経て、2019年より国士舘大学政経学部
准教授。

主な著書・論文 ‘Examining� the� Feldstein� Horioka� puzzle� using�
common� factor� panels� and� interval� estimation’,”�

Japan�and�the�World�Economy”�No.48,（2018,共著）、「図書館貸出冊数が書籍
販売金額に与える影響の計量分析の一考察」、『マス・コミュニケーション研究』90
号（2017,単著）

研究テーマ
国際的資本流動性に関する実証的分析（主にFeldstein-Horioka puzzleの実証研
究）、メディア産業に関する経済学的分析、地域間所得格差の研究

Message
経済統計とはどのようなものであるかを理解していくこと、統計データを様々な
手法で分析していくこと、得られた結果・情報からより多くの知見や提言を提供
していくこと。これらの努力を惜しまない学生のチャレンジを待っています。

主な著書・論文

主な経歴
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Teacher introduction

教員紹介
経済学研究科

担当科目については、主な科目を掲載しています。その他の担当科目については、開講予定科目一覧表を参照してください。
＊印は博士課程を兼ねて担当している教員を表します。

助川 成也  
SUKEGAWA Seiya

担当科目／国際経済研究、開発経済研究

主な経歴 2019年九州大学大学院経済学府博士後期課程修了、博士（経済
学）。その間、日本貿易振興機構（ジェトロ）で主に東南アジア

の調査研究に従事。2017年国士舘大学政経学部准教授、現在に至る。

主な著書・論文 『サクッとわかるビジネス教養「東南アジア」』（2021年、監修、
新星出版社）、『ASEAN経済共同体の実現と日本』（2016年、編

著、文眞堂）、『日本企業のアジアFTA活用戦略』（2016年、編著、文眞堂）、『タイ経
済の基礎知識』（2015年、編著、ジェトロ）。

研究テーマ
ASEANを中心としたアジア経済統合の実証的研究

Message
国際経済情勢が目まぐるしく変化する中、ASEAN地域はデファクトベースから
デジュールベースの経済統合を進めています。日本企業の最大の事業展開先アジ
アの経済統合を多角的に研究していきます。

許 海珠＊
XU Haizhu

担当科目／アジア経済研究、中国経済研究、アジア経済特別研究

1997年、大阪市立大学大学院経済学研究科後期博士課程修了、
博士号（経済学）取得。1998年、京都大学経済学部講師。1999年

～国士舘大学政経学部助教授、2004年～同学部教授。

『中国国有企業改革の戦略的転換』晃洋書房1999年（単著）、『中
国経済の展望』世界思想社2000年（共著）、『中国はどこに向か

うのか』財団法人政治経済研究所2004年（共著）、『チャイナシフトの人的資源管
理』白桃書房2005年（共著）、『中国の改革開放30年の明暗』世界思想社2009年（共編
著）、『チェンジング・チャイナの人的資源管理』白桃書房2011年（共著）、『現代中国
の産業と企業』晃洋書房2016（共著）、『転換期中国の企業群像』2018（共著）

研究テーマ
東アジアの「構造転換連鎖」メカニズムの研究

Message
本研究では、日本、NIES、ASEAN、中国、ベトナム……と続く東アジアの有機的な

「構造転換連鎖」メカニズムについて、経済学理論からのアプローチだけに限定せ
ず、歴史的、文化的、制度的な視点も取り入れながら研究を進めていく。

主な経歴

主な著書・論文

多部田 直樹＊
TABETA Naoki

担当科目／ミクロ経済学研究、ミクロ経済学特別研究

主な経歴 ［米国］ワシントン州立大学大学院修了Ph.D.（1989.8）、㈱日興
リサーチセンター経営調査部課長代理（1989.9�-�90.12）、高千

穂大学商学部助教授（1991.4�-�94.3）、［シンガポール国立］�南洋理工大学商学部助
教授（1994.4�-�97.3）

主な著書・論文 『ミクロ経済学�改訂版』(成文堂、2016年3月)
“The�Kigyo Keiretsu�System�and�Supplier�Switching�

Costs:� Evidence� from� the� Japanese� Automobile� Manufacturing�
Industry,”�pp.257-284,�the�10th�International�Conference�on�Multinational�
Enterprises,�Proceedings,�April�2014.�

研究テーマ
日本経済の問題に当てて、産業組織論（企業の経済学）、経営経済学（managerial 
economics）に関心がある。

Message
ミクロ経済学、マクロ経済学、計量経済学を学部で履修し、海外の経済専門ジャーナル
を読みこなすだけの英語力と数学力（解析学、線形代数、統計学）があること。また、論
文を作成するための十分な日本語能力を有すること。専修科目とする場合は、経済理
論に習熟したうえで、私の研究テーマに関連した研究テーマであることが望まれる。

熊迫 真一  
KUMASAKO Shinichi

担当科目／労働経済研究、人事経済学研究

主な経歴 横浜国立大学経営学部卒業。企業勤務を経て、早稲田大学大学
院経済学研究科修士課程修了、博士後期課程退学。千葉経済大

学経済学部専任講師。国士舘大学政経学部専任講師、准教授、教授。

主な著書・論文 『チャイナ・シフトの人的資源管理』（共著）、『内部労働市場と
マンパワー分析』（共訳）、「リストラ策の企業存続期間への影

響」、「日系多国籍企業の技能形成」、「英国における外国人労働者と海外直接投資」
など

研究テーマ
外国人労働者、技能形成

Message
外国人労働者と技能形成を主たるテーマとしますが、参加者の関心に応じ、他の
労働経済の主要なトピックスも対象とします。労働の分野に強い関心を持ち、自
らの意思で貪欲に学ぼうという学生を歓迎します。

関口 博久＊
SEKIGUCHI Hirohosa

担当科目／国際租税法研究、租税政策研究、国際租税法特別研究

主な経歴 早稲田大学政治経済学部卒業。専修大学大学院法学研究科公
法学専攻修士課程修了、修士（法学）。国士舘大学大学院経済学

研究科経済学専攻博士課程単位取得、博士（経済学）。国士舘大学政経学部専任講
師、准教授。

主な著書・論文 『租税条約の人的適用に関する研究』（大蔵財務協会、2012年、
単著）、『国際租税法―概論―第 4 版―』（大蔵財務協会、2018

年、共著）、『現代地方財政論－六訂版－』（大蔵財務協会、2018年、共著）。

研究テーマ
国際租税法、租税法、租税政策

Message
国際課税の前提となる国内租税法の基礎から学んでいきます。

中岡　俊介＊
NAKAOKA Shunsuke

担当科目／西洋経済史研究、アメリカ経済史研究、文献講読（英語）、西洋
経済史特別研究

同志社大学文学部卒業。同志社大学文学研究科博士前期、後期
課程を経てロンドン大学ロンドン政治経済学院（LSE）にて博

士号取得（Ph.D）。東京大学社会科学研究所助手を経て、国士舘大学政経学部専任
講師、准教授、教授。

『叢書・比較教育社会史：実業世界の教育社会史』（共著）、�
’The�making�of�modern�riches：�The�social�origins�of�

the�economic�elite�in�the�early�20th�century’�（単著）、「養子相続とファミリー
ビジネス」（単著）など

研究テーマ
比較経済史・経営史

Message
歴史の視点から経済活動や制度を見ると、どの国であっても他国の優れたシステ
ムの導入や、自分の社会・文化に適合する形での適用は頻繁に見られます。比較や
相互関係の視点から経済制度や経済発展を歴史的に考察します。

主な経歴

主な著書・論文
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Teacher introduction

教員紹介
経済学研究科

担当科目については、主な科目を掲載しています。その他の担当科目については、開講予定科目一覧表を参照してください。
＊印は博士課程を兼ねて担当している教員を表します。

永冨 隆司 NAGATOMI Takashi
担当科目／マクロ経済学研究、数理経済学研究

2001年 3 月　早稲田大学大学院　経済学研究科　博士後期課
程単位取得退学

2001年 4 月　国士舘大学　政経学部　専任講師
2005年 4 月　国士舘大学　政経学部　准教授　
2012年 4 月　国士舘大学　政経学部　教授　（現在に至る）
2012年 9 月　University�of�Duisburg-Essen�（Germany）�Department�of�
Economics、�客員教授

Current� Issues� in� Economic� Policy�（� Institute� for�
Research� in�Contemporary�Political�and�Economic�

Affairs,�Waseda�Univ.�Tokyo�Japan�2000�）、「日本経済の進歩と将来」（成文
堂�2007年）、「平成不況」（文真堂2010年）、「マクロ経済学」（成文堂2017年）

研究テーマ
生物学、物理学、経済学のための動学システム分析

Message
演習では、「数理経済学」および「動学マクロ理論」を指導する。そのため、かなりの
数学力（微積分、代数とベクトル、確率）が必須である。また、洋書文献を用いるた
め、英語力（読解）が必要となる。

主な経歴

主な著書・論文

野下 保利＊
NOSHITA Yasutoshi

担当科目／国際マクロ経済学研究、景気変動論研究、国際マクロ経済学特
別研究

主な経歴 1980年九州大学大学院経済学研究科卒業、1980年九州大学経
済学部文部教官助手

1984年国士舘大学政経学部講師、1986年国士舘大学政経学部助教授
1993年国士舘大学政経学部教授　現在に至る。

主な著書・論文 『貨幣的経済分析の現代的展開』日本経済評論社,�2001年．「国
際金融ガバナンスの現段階－FSF（金融安定化フォーラム）改

組の意味するもの－」『証券経済研究』第69号,�2010年、（共訳）『貨幣・利子・資本；
貨幣的経済理論入門』日本経済評論社,�2004年他

研究テーマ
貨幣・金融市場の役割に焦点を当てた内外マクロ経済の理論研究及び実証分析

Message
現代資本主義の行方に関心のある諸君とともに、内外金融市場の拡大に主導され
るグローバリゼーション下の国際経済を多角的、そして深く研究していきたい。

三輪 晋也＊
MIWA Shinya

担当科目／企業経済研究、企業金融研究、企業経済特別研究

1998年、一橋大学大学院商学研究科博士課程単位修得後退学
1998年、国士舘大学政経学部経営学科専任講師　2005年、同大

学同学部同学科助教授　2011年、同大学同学部経済学科に移籍　2012年、同大学
同学部同学科教授　現在に至る。

『価値創造のマネジメント』（共著、文眞堂、2006年）、「グルー
プ企業と独立企業のコーポレート・ガバナンス」（単著、『日本

経営学会誌』第21号、2008年）、「日本企業の社外取締役と企業業績の関係に関する
実証分析」（単著『日本経営学会誌』第25号、2010年）、『変貌する日本型経営』（共著、
中央経済社、2013年）、『Japanese�Management�in�Change』（共著、Springer、
2014年）

研究テーマ
日本のコーポレート・ガバナンスと企業業績の関係についての実証的研究

Message
「企業経済研究」では、株式会社制度の仕組みを理解した上で、株主と経営者の利
害の不一致を解消し、企業価値を高める経営を行うための方法について検討しま
す。

主な経歴

主な著書・論文

松本 敏朗＊
（特任教授） MATSUMOTO Toshiro

担当科目／租税論・租税法研究、租税判例研究、租税論・租税法特別研究

主な経歴 東京都立大学経済学部卒業。国税庁入庁（74年）、審理室長（00
年）、調査課長（02年）、高松国税局長（04年）。その後、公益法人

（専務理事）、税理士法人（代表社員）など。立教大学経済学部特任教授（09～14年）

主な著書・論文 「土地建物等の譲渡をめぐる税務」（編、01年、（財）大蔵財務協
会）

研究テーマ
租税法（制度と運用（税務行政を含む）、その変遷）

Message
税法の仕組みを理解し、条文を読み込み、判例にあたるという基本的な学習を通
じて、経済社会における税の役割、あり方を考えていく。併せて、税法を研究する
上で必要となる諸知識や論文作成技法等を学ぶ場を提供したい。
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