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京都大学経済学部は、1919年に法学部（法科大

学）から分かれて誕生し、経済学の研究と教育に関

しては、日本において古い伝統を持つ学部です。そ

の1世紀を超える歴史の間に、京都大学経済学部

は、経済学を中心として著名な研究者を輩出すると

ともに、日本経済をリードする個性的な実業界の

リーダーや、社会の各方面で活躍する人材を送り出

してきました。これからも市場と経済の急速で構造

的な変化やグローバル化を見据えて、絶えず先進的

な経済学と経営学の研究を進め、高度な学部・大

学院教育を発展させていきます。

History

明治  30（1897）

  33（1900）

大正  4（1915）

  8（1919）

  15（1926）

昭和  23（1948）

  24（1949）

  28（1953）

  37（1962）

 54（1979） 

  59（1984）

  63（1988）

平成  12（2000）

  14（2002）

  

 16（2004）

  18（2006）

  21（2009）

  

 26（2014）

  

 30（2018）

令和  2（2020）

京都帝国大学設立

法科大学に経済学第一講座、財政学講座を設置

「経済論叢」創刊

経済学部創設

The Kyoto University Economic Review

（のちのThe Kyoto Economic Review) 創刊

調査資料室（のちの経済資料センター）設置

新制京都大学設置

大学院経済学研究科設置

経済研究所設置

外国人留学生の特別入試開始

外国学校出身者の特別選考による受入開始、

3年次編入試験開始

論文入試導入

プロジェクトセンター設置

上海センター（のちの東アジア経済研究センター）

設置

国立大学法人京都大学となる

経営管理大学院と公共政策大学院の設置

研究科に東アジア国際人材開発コース

（のちの東アジア持続的経済発展研究コース）設置

スーパーグローバル大学創成支援事業による

「京都大学ジャパンゲートウェイ構想」に参画

大学院博士後期課程に国際ダブルディグリー・

プログラム設置

国際連携グローバル経済・地域創造専攻

設置認可取得

経済学と歩んで100年
歴史と思想に学びつつ、最新理論と手法を用いて経済にまつわる複雑で多様な課題の解決策を探る
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代表的著書

ここ千年の都・京都にて、京都大学経済学部・大学院経済学研究科
へ、皆さまをお迎えできたことを心から嬉しく思います。京都の四季は
美しいです。春は洛東・哲学の道を逍遥し、夏は洛北・貴船で涼を楽し
み、秋は洛南・醍醐で月を愛で、冬は洛西・嵐山で雪を踏む。皆さまに
とって、とても大切な青春の1ページの始まりです。時を惜しんで、学問
に励むと共に、良き思い出を作ってください。京都大学経済学部は、
2019年に学部創立100周年を迎えた、日本最古の経済学部の一つ
です。京都大学は自由の学府として、何よりも学生自身の自学自習の
精神を尊重してきました。好きこそものの上手なりけれと、利休居士は
遺しています。人生は長いです。好きな人生の主題を見つけて下さい。

私が京都大学経済学部に入学したのは1985年春でした。よく覚えて
います。入学式の前日に茶話会が開催され、学部長、研究所長を差し
置いて、新入り教員だからと謙遜しつつ、口を開くや、独演を止めない
御仁がいました。「法学部でなくて経済学部で良かった。経済学ほど
面白い学問はない。社会に応えられる学問を学んで欲しい」。さすがに
大学というところは、怪人物のいるところだと感心しました。ゼミ選択
の折りに、その怪人物の名前が伊東光晴であることを知るや、この御
仁に勝とうと、敢然と伊東ゼミの門を叩き、毎週のゼミの度に論争を
挑みました。勝てませんでした。この御仁は挑戦的な若者を愛し、卒業
の秋に就職の挨拶にうかがった折り、長嘆息して「惜しいねえ」と言い
ました。その一言で、私は人生の主題を悟り、翌年の大学院進学を決
意しました。人の出会いは人生を変えます。

さて、私は2021年春に学部長・研究科長に就任しました。人生は短
いです。多くのことを望みません。私は2つの主題に注力したいと思
います。

依田 高典
経済学研究科長・経済学部長
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ご挨拶
Welcome Message from the Dean

次の100年を担う研究者たち

諸富 徹
経済学研究科　教授

私は、環境保全を通じて経済を成長させるメカニズム
を研究してきました。しかし政府審議会等での議論を
通じて日本の産業が世界の後塵を拝していることに気
づき、危機感をもちました。そこで１９９０年代以降の
先進国経済がデジタル化、知識化、無形資産化を通じ
て「非物質化」しつつ成長を遂げる新しい段階に入り、
それが同時に脱炭素化を可能にしていることを明らか
にして、日本の産業の新しい発展可能性を示す著作に
取り組んだのです。

渡邊 純子
経済学研究科　教授

私の専門は近現代日本経済史です。産業史・企業史・
政策史などの分野で、衰退産業の産業調整に関する
研究を行っています。戦前から戦後の日本経済を牽引
した繊維産業、鉱業（石炭、銅などの非鉄金属）のほ
か、造船、化学、1990年代以降の電機産業にも少しず
つ対象を拡げています。最近では、通産省の産業調整
政策、経産省の産業再生政策に関する研究を英文書
籍で海外に発信するプロジェクトに取り組んでいるほ
か、戦前の住友に関する研究にも
携わっています。

アスリ チョルパン
経済学研究科　教授

高野 久紀
経済学研究科　准教授

研究分野は企業戦略と企業統治です。特に大企業に
おける戦略行動（多角化戦略）と組織構造（ビジネス・
グループ組織）を理論的、歴史的、計量経済的なアプ
ローチから研究をしています。ビジネス・グループのよ
うな多事業企業に、後発経済国だけではなく、成熟し
た競争的な市場環境においても十分に通用する有効
な知識資源の蓄積が可能であることを証明していま
す。さらに、日本企業におけるコーポレート・ガバナンス
（株主構成の多様化、役員報酬など）
の研究にも取り込んでいます。

Colpan, A. et al. (2018) : Business 
Groups in the West: Origins, Evolution 
and Resilience. Oxford: Oxford 
University Press.

途上国の経済問題を扱う開発経済学が私の研究分
野です。途上国の経済問題は多岐にわたるため、貧困
層向け小規模金融の融資契約デザイン、バングラデ
シュでの遠隔教育の効果、インドの貧困層向け健康
保険における情報の非対称性の問題、マダガスカル
のコメ商人の分析、ベトナムの家計内意思決定、ミャ
ンマーの国内移民の送金、中国企業のデータを使っ
た資源配分の非効率性分析など、様々なテーマを研
究しています。

代表的著書

Kono, H. (2014) Microcredit games with 
noisy signals: Contagion and free-riding 
Journal of the Japanese and 
International Economies 33, 96-113.

代表的著書

渡邊純子（2010）『産業発展・衰退の経済
史―「10大紡」の形成と産業調整』東京：
有斐閣.

代表的著書

諸富徹（2020）資本主義の新しい形（シ
リーズ現代経済の展望）岩波書店

第一の主題は、文理融合教育の推進です。経済学ほど面白い学問は
ありません。今、経済学はいわゆる人工知能のようなデータサイエン
スと融合し、新しい実証的学問として、世界を変えつつあります。京都
大学経済学部はいち早く理系入試を取り入れ、文理融合教育を目指
してきました。これからも全学のセンター・研究科と協力して、経済学
とデータサイエンスの融合教育に取組んでいきます。文系学生は理系
の科学技術知識を、理系学生は文系の文化歴史芸術を身につけて下
さい。日本は今、国際競争の苦境の中で呻吟しています。従来型の狭
い知識人では、これからの荒波を乗り越えられません。皆さまは文理
の枠を飛び越えて、新しい時代の波を作って下さい。

第二の主題は、国際的研究力の強化です。国民は自由の学府・京都大
学の卓越した研究力にこそ心から期待しています。湯川秀樹先生のよ
うに、福井謙一先生のように、山中伸弥先生のように、私たちは卓越
した世界的研究で、社会に応えたいと思います。そのためには、教員の
働き方の革新と役割の分担が必要です。チームとして、経済学研究科
の研究力を強化しなければなりません。そして、大学院生の皆さまこそ、
その輪の中心に陣取り、従来型の学問体系に果敢に挑戦しなければ
なりません。私はその環境整備のために、力を尽くしたいと思います。
皆さまは国境の枠を飛び越えて、新しい学問の波を作ってください。

人生は長いようで短いです。掻痒として焦ることもあるでしょう。人生
は短いようで長いです。汪洋として戸惑うこともあるでしょう。私たち
は皆さまに焦る自由、戸惑う自由を与えたいと思います。そうした時
には、春に洛東・哲学の道を逍遥し、夏に洛北・貴船で涼をとり、秋に
洛南・醍醐で月を愛で、冬に洛西・嵐山で雪を踏む。京都の美しい四
季を愛でて下さい。
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経
済
学
部 経済学・経営学は個人から政府に至るまでの幅広い対象の経済活

動ならびに企業の営利活動を研究対象とし、個人や社会の厚生の
向上を目指す学問です。その研究対象は決して単純ではなく、財政、
産業、雇用、金融、地球環境などに解決すべき諸問題が次 と々発生
し、複雑性を増しています。京都大学経済学部は、自由の学風を維
持しつつ、経済学・経営学の基礎的な科目の教育を充実すると共
に、絶えず新しい分野の学問を教育することを心がけ、社会経済の
変化に柔軟に対応し、解決策を発見、創造できる人材を育成するこ
とで学界、官界、産業界に貢献してきました。
このような歴史を踏まえ、本学部は、経済学・経営学的分析能力を
修得できる知力と探究心を持ち、かつ、教員や他の学生と積極的に
討論を重ねることにより、自主的に考え創造的な提案が行える人材
に成長できる学生を求めており、以下のような学生の入学を期待し
ています。

【経済学部が求める学生像】
●高等学校教育を通じて広範で高度な基礎知識を身につけると
ともに、論理的思考力ならびに語学能力を修得している人
●社会・経済活動全般に積極的に関与したいと考える、知的好奇
心が旺盛な人

本学部が求めるような学生の成長を促すうえでは、多様な背景を
もつ学生を受け入れることが重要であり、現在、「文系入試」、「理
系入試」および「特色入試」という３種類の学力検査を実施してい
ます。
定員の多くを占める文系入試においては、経済学・経営学を学ぶた
めの基礎となる地理歴史と数学、論理的思考力を担保する国語、
専門教育や卒業後の国際的活動に不可欠な英語の４科目に関し
て個別学力試験を実施しています。理系入試においては、文系入試
における地理歴史の試験に代えて理系用の数学試験を課すこと
で、経済分析で重要となる数理的能力を重視した選抜を行ってい
ます。特色入試では、書類審査の後、筆記試験で論文を課し、与え
られた文章や資料を理解して問題点を把握できる能力、ならびに、
自己の主張を的確に表現できる論理構成能力を重視した選抜を
行っています。
また、これらの３種類の入試においては、総合的学力の評価を行う
ために大学入試センター試験の点数を取り入れた合否判定を行っ
ています。その他にも、外国人留学生、外国学校出身者、３年次編入
者向けに、多様な学力検査の機会を提供しています。
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経済学部では、理論・歴史コース、政策コース、マ

ネジメントコース、ファイナンス・会計コースの4

コースを設けています。

体系的な専門教育
体系的な履修モデルにしたがって学習することに

よって専門性を高めることができます。このコース

制は弾力的な制度であり、それぞれのコースの履

修成績優秀者にはコース認定を行います。講義

科目は、入門演習、入門科目、専門基礎科目、専

門科目Ⅰ、専門科目Ⅱ、法学部提供科目、特殊講

義等に区分しており、基本的に積み上げ方式と

なっています。

※科目を４コースに体系化し、コースの中で学ぶことにより専門性が高まることを目指していますが、コース制は履修モデルに基づく弾力的な制度であり、
コース制に基づく科目履修は卒業要件ではありません。
※専門科目には各コースに重複しているものがあります。

卒業に必要な単位
専門科目　　　84単位以上
全学共通科目　56単位以上

ミクロ
経済学１・2
マクロ
経済学１・2
社会
経済学１・2
経営戦略
会計学１・2
など

専門基礎
科目

社会思想史
日本経済史
など

専目科目
Ⅰ

アジア経済史
など

専門科目
Ⅱ

日本経済論
公共経済学
など

専門科目
Ⅰ

地域産業論
など

専門科目
Ⅱ

経営史
ITビジネス論
など

専門科目
Ⅰ

卒　業　論　文

入門演習

全学共通科目

人的資源
管理論
など

専門科目
Ⅱ

行動経済学
ファイナンス
工学 など

専門科目
Ⅰ

国際会計論
など

専門科目
Ⅱ

外
国
経
済
書
講
読（
独
、仏
、英
、中
、韓・朝
、西
）

職
業
指
導

特別
科目
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法
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政
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政
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法学部
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全
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通
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目

特殊
講義演習

2
回
生

演
習

民間企業のコーポレー
トガバナンスやビジネ
スデザイン等、組織経
営の実践的で主体的
な意思決定を行える能
力を身につける。

経済メカニズムの本
質について理論的・
歴史的に深い考察が
行える能力を身につ
ける。

理論的・実証的分析
に裏付けられた実践
的な政策提言が行え
るような能力を身に
つける。

高度化・国際化が進む
ファイナンスの最新知
識と、会計のグローバ
ル・スタンダードを身
につける。

４
年
次

３
年
次

２
年
次

１
年
次

入門科目［ミクロ経済学入門、マクロ経済学入門、社会経済学入門、基礎統計学、経営学入門、会計学入門など］
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目

発
展
科
目

発
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目

発
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目

ファイナンス・会計
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理論・歴史
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相談を随時受けています。さらに、経済学研究科・経済学部に

在学する留学生を支援するために、留学生支援室が設置され

ています。留学生支援室で行っている支援は、授業関連の支援

（授業内容案内、文献検索方法や勉強方法の相談など）、事務

手続きの支援（受講登録、諸手続き補助、奨学金案内など）、そ

の他、学内施設案内、入管文書説明、就職活動相談などです。

閉室となる春・夏・冬休み期間中でも、留学生支援室はメール

での質問・相談を受け付けています。

少人数教育
経済学部では、創立以来、演習（ゼミナール）制度を重視し、少

人数の学生と担当教員による対話型学習システムを築いてき

ました。演習（ゼミナール）は、1回生対象の入門演習、2回生演

習、3・4回生演習が開設されており、担当教員の指導のもと、少

人数の学生同士で様々な具体的テーマについて報告・討論し

ながら、問題の本質を捉え明らかにする思考力と創造性を養

います。

自主性を尊重
経済学部は必須科目を設けていません。自由闊達な勉学を奨

励するという方針だからです。卒業論文も選択制です。2010年

からは優秀な卒業論文を顕彰する制度を設け、より多くの学生

が卒業論文に取り組むことを推奨しています。

学位の授与
4年以上在学（3年次編入者は2年以上）して、規定の単位数を

取得した学生は、学士試験に合格した者と認められ、学士の学

位が授与されます。卒業に必要な単位数は140単位以上で、そ

のうち全学共通科目は56単位以上、学部専門科目を84単位

以上取得しなければなりません。卒業論文（選択）の合格者に

は6単位が認められます。

学士・修士5年プログラム
「学士・修士5年プログラム」（修士課程短期修了制度）は、選抜

された学生が経済学部４年次に大学院の科目の一部を受講

し、修士論文作成のための研究指導を受けられる制度で、

2017年に導入されました。経済学・経営学の理論に関するよ

り深い理解にもとづき、より高度な分析能力を身に着けること

を目的としています。企業や官庁等への就職を目指す学生は、

この制度を利用することで、高度な専門能力と修士の学位を5

年間という短期で得たり、留学機会を拡げたりすることができ

ます。また博士課程への進学を目指す研究者志望者は、大学

院レベルの学習・研究に早期に着手することができます。

学生及び留学生支援室
学生相談室では、学生生活を送る上で、困ったこと、悩み等の

6 7

経
済
学
部

Faculty of Econom
ics, Kyoto U

niversity

経
済
学
部

Faculty of Econom
ics, Kyoto U

niversity
2019年度卒業論文の中から、特に優れた卒業論文3編が顕彰されました。
優秀卒業論文賞

浅田 恭國 「最低賃金の設定と景気循環」

石井　 響 「重複上場銘柄における価格変動に関する分析」

鈴木　 伸 「岡山県真庭市のバイオマス発電事業のコスト分析」

経済学部では、現役学部生の自由研究とその論文執筆を推奨しています。  
本賞は、こうした学生の論文の中から卒業論文以外の優秀なものを表彰
するため、2017年度に創設されました。
2019年度は3論文の応募があり、1論文が顕彰されました。

優秀学生論文賞（樟若葉賞）

小島 大河、坂田 悠嘉、原 千晶、松田 莉理
「レッドクイーン効果のコンピテンシートラップへの影響
 ～雑誌業界と電子化を対象とした定量分析～」

優秀卒業論文受賞者

優秀卒業論文受賞者
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人数の学生同士で様々な具体的テーマについて報告・討論し

ながら、問題の本質を捉え明らかにする思考力と創造性を養

います。

自主性を尊重
経済学部は必須科目を設けていません。自由闊達な勉学を奨

励するという方針だからです。卒業論文も選択制です。2010年

からは優秀な卒業論文を顕彰する制度を設け、より多くの学生

が卒業論文に取り組むことを推奨しています。

学位の授与
4年以上在学（3年次編入者は2年以上）して、規定の単位数を

取得した学生は、学士試験に合格した者と認められ、学士の学

位が授与されます。卒業に必要な単位数は140単位以上で、そ

のうち全学共通科目は56単位以上、学部専門科目を84単位

以上取得しなければなりません。卒業論文（選択）の合格者に

は6単位が認められます。

学士・修士5年プログラム
「学士・修士5年プログラム」（修士課程短期修了制度）は、選抜

された学生が経済学部４年次に大学院の科目の一部を受講

し、修士論文作成のための研究指導を受けられる制度で、

2017年に導入されました。経済学・経営学の理論に関するよ

り深い理解にもとづき、より高度な分析能力を身に着けること

を目的としています。企業や官庁等への就職を目指す学生は、

この制度を利用することで、高度な専門能力と修士の学位を5

年間という短期で得たり、留学機会を拡げたりすることができ

ます。また博士課程への進学を目指す研究者志望者は、大学

院レベルの学習・研究に早期に着手することができます。

学生及び留学生支援室
学生相談室では、学生生活を送る上で、困ったこと、悩み等の
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2019年度卒業論文の中から、特に優れた卒業論文3編が顕彰されました。
優秀卒業論文賞

浅田 恭國 「最低賃金の設定と景気循環」

石井　 響 「重複上場銘柄における価格変動に関する分析」

鈴木　 伸 「岡山県真庭市のバイオマス発電事業のコスト分析」

経済学部では、現役学部生の自由研究とその論文執筆を推奨しています。  
本賞は、こうした学生の論文の中から卒業論文以外の優秀なものを表彰
するため、2017年度に創設されました。
2019年度は3論文の応募があり、1論文が顕彰されました。

優秀学生論文賞（樟若葉賞）

小島 大河、坂田 悠嘉、原 千晶、松田 莉理
「レッドクイーン効果のコンピテンシートラップへの影響
 ～雑誌業界と電子化を対象とした定量分析～」

優秀卒業論文受賞者

優秀卒業論文受賞者



現代経済はますます複雑化し、ダイナミックに変動しつつ発展しています。その複雑

な動態を理解するためにも、原理についての知識だけでなく、各種産業や商業の経

済活動の実態の理解やプラクティカルな知識がますます重要になってきています。

そこで経済学部では、寄附講義として学外の専門実務家の方々を招いて実践的な

講義を開設しています。寄附講義の講師はおもに実務の第一線で活躍する方々が

担っており、ときには会長や取締役にも出講いただいています。授業を通じての実務

家との接触は人材育成という点からも大きな意義があり、多くの学生が強い関心を

もって聴講しています。

寄附講義
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主な寄附講義

SMBCグループ寄附講義「投資銀行業務とグローバル戦略」は、学生に対し、投資銀行業務や銀行のグローバルビジネスのダイナミズムに触れてもらう
ことを目的として、2011年より、大学院共通科目として開講しています。この講義の受講生には、時代の変化とともに多様化・高度化する企業の経営課
題に対応し、日本の銀行がスペシャリスト集団を結集して進める資金調達・運用や、M&A・リスクヘッジ・環境ビジネス等に係わる先端的ソリューション
の開発・組成ビジネス、最新のITイノベーション戦略への取り組み、グローバルな金融サービス戦略の概要等について、具体的なプロダクツや事例を題
材に学習していただきます。講義では、投資銀行部門で働いているスペシャリストを中心とした多彩な講師陣が、自らの経験や現場の最前線の話題に触
れ、臨場感あふれる講義を行います。講義への参加にあたって、専門的な知識は必要ありません。金融や銀行業務に興味のある学生、将来的に金融業界
での就職を希望する学生の、積極的な参加をお待ちしています。

SMBCグループ　投資銀行業務とグローバル戦略

三井住友海上火災保険株式会社は、京都大学経済学部の学生を対象に、変貌する現代社会における保険業務を分かりやすくかみ砕いて教授すること
を目的として、実務の最先端で活躍する企業人をゲストスピーカーとして派遣する「保険論」の講義提供を行います。
従来型の生命保険・損害保険ニーズに加えて、医療年金分野の保険ニーズは高まる一方です。加えて、近年では、モノのインターネットなど、ICT技術の目覚
ましい発展によって、個人のパーソナル・データが社会的に広く利用可能となり、木目の細かな痒いところに手の届く保険商品開発が盛んになっています。
こうした新しい保険ビジネスの発展動向に興味を持ってくれる学生の知的好奇心の喚起と未来の保険マンの掘り起こしも、この寄附講義の狙いの一つ
です。「保険論」では、産学連携の新しい取組として、京都大学経済学部生の沢山の聴講を歓迎します。素朴な疑問を三井住友海上火災保険株式会社の
ゲストスピーカーに積極的にぶつけて下さい。

三井住友海上火災保険　保険論

ポラリス・キャピタル・グループ寄附講義「プライベート・エクイティファンドと企業価値向上」では、新しい金融機能としてのリスクマネー供給の重要性に
ついて学びます。日本経済・社会が大きな構造変化にさらされ、足元のコロナ禍の下、リスクマネーの供給を通じた日本の産業の競争力強化に向けたエク
イティ投資についての重要性が高まっています。そうした中で、日本においてもプライベート・エクイティ投資が広がってきています。こうしたリスクマネー
の供給を通じた新しい金融機能に係るエクイティ投資としての経済学的観点に加えて、投資先の企業価値向上を行うことで、日本経済の競争力強化やビ
ジネスモデルの転換などの後押しの観点も重要です。この講義では、プライベート・エクイティファンドに係る様々なプロフェショナル（ファンド経営者・投
資先企業・投資銀行・弁護士など）も含めたゲスト講師陣と担当教員によるディスカッションが、こうした金融機能の体系的な理解につながります。まさ
に、日本経済の成長に何が重要なのか、実務とアカデミズムが連携して取り組むエリアとして位置づけられます。ぜひご参加下さい。

ポラリス・キャピタル・グループ　プライベート・エクイティファンドと企業価値向上

本講義は、三井住友信託銀行の実務担当者が金融実務の基本的事項を説明し、金融理論が実際トレーディング戦略や金融機関のリスク管理、顧客
ニーズに対するソリューション等にどのように応用されているかを全15回にわたり紹介します。金融理論が実際の現場でどのように活かされているかを
学習し、理論と実務の関連性や相違点を理解するのが目的です。講義はオンラインにて実施します。金融の実務に向き合っている担当者の講義を聞くこ
とで金融理論の実務での使われ方を理解して頂けます。
具体的には金融理論のトレーディング戦略への応用、金利・為替デリバティブのトレーディング実務、デリバティブのプライシング理論の概要とその限
界、クオンツとAI投資（ロボット運用）、銀行ALMや有価証券投資の実務、事業法人における市場リスクおよびデリバティブを活用したリスクコントロー
ル手法、 マーケットと信託といった金融実務について解説する予定です。金融理論のみならず金融実務に関心のある方もぜひともご参加下さい。

三井住友信託銀行　金融理論と実際の金融市場

公認セミナー
8種類の幅広い分野をカバーするセミナーを定期的に運営しており、国内外で活躍する研究者を招き、活発な議論を通じて、最先端の

問題意識、知識の共有、研究者ネットワークの構築をはかっています。

アジア経済発展論研究会セミナー
本学の東南アジア地域研究研究所と連携して、全学の経済発展論・
開発経済学・アジア経済系の研究者の交流・共同研究の促進のため
に、学内外の研究者による研究報告とそれに関するディスカッションを
行います。

マクロ経済学セミナー
現代のマクロ経済学は研究対象が大幅に広がり、かつ方法論におい
ても急速に進歩しています。このようなマクロ経済学の進歩にキャッチ
アップし、社会・学界に貢献する研究成果を上げるには、研究者や実
務家との交流、意見交換、問題意識の共有が不可欠です。本セミナー
では、学外から研究報告者を招へいし、本研究科の研究成果を高める
ことを狙いとします。

応用ミクロ経済学セミナー
応用ミクロ経済学（産業組織論、労働経済学、公共経済学、開発経済
学、行動経済学など）の分野で活躍する国内外の研究者を招き、先端的
な研究報告を聞いて議論します。応用ミクロ経済学における学術研究の
推進と啓発を目的とします。

会計学セミナー
財務会計・管理会計を中心として、内外の研究者を招き、研究報告と討
論の機会を設けます。会計学における最先端の研究について知見を深
め研究水準向上をはかることを目的として開催します。

国際経済学セミナー
国際経済学の研究について、国内外の研究者を招いて最先端の研究報
告をして頂き、当該分野の研究動向に関する情報を収集するとともに、
研究交流を行い、本学における国際経済学の研究の発展と大学院生や
若手研究者らの育成に資することを目的とします。

史的分析セミナー
経済史・経営史・思想史・学説史など歴史分析の分野を対象に、学内
外の研究者・大学院生が研究報告を行い、活発に議論を行っていま
す。最新の研究動向に触れるとともに、若手研究者の育成に力を入れ
ています。

経済動学セミナー
本セミナーは、古典派、新古典派、ケインズ派、ポスト・ケインズ派といっ
た学派の枠を超えて、経済社会の本質を追究し、経済理論および現実の
経済社会を重視し、経済成長や景気循環などの最先端の理論研究およ
び実証研究における研究成果の報告や議論を通じて、さらなる経済学
研究の推進を図ることを目的としています。

経営学セミナー
経営学領域における経営組織論、経営戦略論を中心に内外の研究者を
招き、研究報告と討論の機会を設け、京都大学大学院経済学研究科に
おける経営額研究の活性化を図ること、および大学院生に高度な研究
にふれる機会を提供することが、本セミナーの目的です。

研究／教育推進

教員の受賞
氏　名 受賞年 賞の名称 受賞著作・活動

Emerald Literati Network Award for 
QRAM (Outstanding Paper Award)

"Core Values as a Management Control in the Construction of ‘Sustainable 
Development’" Qualitative Research in Accounting & Management2016澤邉 　紀生

日本国際経済学会小島清賞研究奨励賞

国際会計研究学会学会賞

"Applying agent-based modeling and simulation to business research: 
A case of organizational behavior and human resource management studies"

"Corporate philosophy as a linking mechanism: Antecedents and 
behavioral outcomes of internalization of corporate philosophy at Japanese 
MNCs in Thailand"

2019

2020

Academy of International Business 
Southeast Asia Regional Conference
Best Paper Award (Human Resources 
and Strategic Management)

企業の国際化要因と国際技術スピルオーバーに対する地域貿易協定の効果に
関する理論・実証研究

「IFRS適用をめぐる実証研究の棚卸しと展望」、『国際会計研究学会年報』
2019年度第1・2合併号

2019

Palgrave Macmillan-AJBS 
Best Paper Award2020

神事　 直人

草野　 真樹

租税資料館賞（著作の部） 『私たちはなぜ税金をおさめるのか』 新潮選書2014諸富 　　徹

JABMEE環境技術優秀賞
"Voluntary Electricity Conservation of Households after the Great East 
Japan Earthquake: A Stated Preference Analysis" Energy Economics

"Moral Suasion and Economic Incentives: Field Experimental Evidence 
from Energy Demand" American Economic Journal

2014

行動経済学会 第2回ヤフー優秀論文賞2019
依田 　高典

関口 　倫紀

日本国際経済学会小島清賞優秀論文賞 "Positive and Negative Population Growth and Long-Run Trade Patterns: 
A Non-Scale Growth Model" The International Economy2016佐々木 啓明



現代経済はますます複雑化し、ダイナミックに変動しつつ発展しています。その複雑

な動態を理解するためにも、原理についての知識だけでなく、各種産業や商業の経

済活動の実態の理解やプラクティカルな知識がますます重要になってきています。

そこで経済学部では、寄附講義として学外の専門実務家の方々を招いて実践的な
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主な寄附講義

SMBCグループ寄附講義「投資銀行業務とグローバル戦略」は、学生に対し、投資銀行業務や銀行のグローバルビジネスのダイナミズムに触れてもらう
ことを目的として、2011年より、大学院共通科目として開講しています。この講義の受講生には、時代の変化とともに多様化・高度化する企業の経営課
題に対応し、日本の銀行がスペシャリスト集団を結集して進める資金調達・運用や、M&A・リスクヘッジ・環境ビジネス等に係わる先端的ソリューション
の開発・組成ビジネス、最新のITイノベーション戦略への取り組み、グローバルな金融サービス戦略の概要等について、具体的なプロダクツや事例を題
材に学習していただきます。講義では、投資銀行部門で働いているスペシャリストを中心とした多彩な講師陣が、自らの経験や現場の最前線の話題に触
れ、臨場感あふれる講義を行います。講義への参加にあたって、専門的な知識は必要ありません。金融や銀行業務に興味のある学生、将来的に金融業界
での就職を希望する学生の、積極的な参加をお待ちしています。

SMBCグループ　投資銀行業務とグローバル戦略

三井住友海上火災保険株式会社は、京都大学経済学部の学生を対象に、変貌する現代社会における保険業務を分かりやすくかみ砕いて教授すること
を目的として、実務の最先端で活躍する企業人をゲストスピーカーとして派遣する「保険論」の講義提供を行います。
従来型の生命保険・損害保険ニーズに加えて、医療年金分野の保険ニーズは高まる一方です。加えて、近年では、モノのインターネットなど、ICT技術の目覚
ましい発展によって、個人のパーソナル・データが社会的に広く利用可能となり、木目の細かな痒いところに手の届く保険商品開発が盛んになっています。
こうした新しい保険ビジネスの発展動向に興味を持ってくれる学生の知的好奇心の喚起と未来の保険マンの掘り起こしも、この寄附講義の狙いの一つ
です。「保険論」では、産学連携の新しい取組として、京都大学経済学部生の沢山の聴講を歓迎します。素朴な疑問を三井住友海上火災保険株式会社の
ゲストスピーカーに積極的にぶつけて下さい。

三井住友海上火災保険　保険論

ポラリス・キャピタル・グループ寄附講義「プライベート・エクイティファンドと企業価値向上」では、新しい金融機能としてのリスクマネー供給の重要性に
ついて学びます。日本経済・社会が大きな構造変化にさらされ、足元のコロナ禍の下、リスクマネーの供給を通じた日本の産業の競争力強化に向けたエク
イティ投資についての重要性が高まっています。そうした中で、日本においてもプライベート・エクイティ投資が広がってきています。こうしたリスクマネー
の供給を通じた新しい金融機能に係るエクイティ投資としての経済学的観点に加えて、投資先の企業価値向上を行うことで、日本経済の競争力強化やビ
ジネスモデルの転換などの後押しの観点も重要です。この講義では、プライベート・エクイティファンドに係る様々なプロフェショナル（ファンド経営者・投
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日本で最も古い伝統を誇る経済学研究科の一つである京都大学大

学院経済学研究科は、創設以来、経済学分野における研究教育の

一大拠点として活動を続けています。修士課程・博士後期課程の教

育･研究を通して、経済･経営における諸活動を、科学的に分析し、

財政、産業、雇用、経営、金融、地球環境など、現在の日本が抱える

諸問題に対して、本質的な解決策を提示しうる研究者、および専門

能力を備えた実務家の養成をおこなっています。経済学の最先端を

切り開き続けるためには、即効性のある個々の断片的な知識を詰め

込むよりも、過去に例のない様々な種類の問題に対して創造的に対

応できる能力が必要になります。このような能力を持つ学生を輩出

するため、私たちは以下のような学生の入学を期待しています。 

１．修士課程においては、志望分野を学ぶために必要な基礎学力を

有している人、博士後期課程においては、志望分野に関する深

い専門的知識を有している人

２．経済学の研究を通じて学術の高度化に寄与する意欲をもってい

る人、およびその普及・社会的還元に携わる意欲をもっている人

３．志望分野において、先駆的な研究課題を自ら設定することがで

き、それぞれの分野の方法論を学んで、課題を解決する能力を

もっている人

４．日本語あるいは英語によって、研究成果を国内外に効果的に発

信するための、もしくは実践を通じてその社会的還元に携わる

ための語学能力を具えている人

本研究科は、入学者選抜にあたり、公平な選抜を実施しています。

人種、宗教、性別、ジェンダー、年齢、国籍、政治的信条、障害等を理

由に差別することはありません。

上記のポリシーを実現するため、本研究科修士課程においては、学

士課程の成績等の書類審査、TOEFLの成績による評価及び経済

学等関連の専門知識を評価する筆記試験、研究計画書に基づく口

述試験を適宜組み合わせた多様な入学試験を実施します。

また、本研究科博士後期課程においても、修士課程の成績等の書

類審査、論文審査及びTOEFLの成績による評価及び口頭試問を適

宜組み合わせた入学試験を実施します。

東アジア持続的経済発展研究コース（ＥＡコース）においては、学士

課程または修士課程の成績等の書類審査とそれに基づく受入予定

教員とのマッチングを行い、さらに面接試験を実施します。

アドミッション・ポリシー Admission Policy

Graduate School of
Economics,
Kyoto University

大
学
院
経
済
学
研
究
科

G
raduate School of Econom

ics, Kyoto U
niversity

修士課程・博士後期課程カリキュラム
Graduate School Curriculum

有数の伝統
経済学研究科は、1953年に開設された伝統のある研究科で

す。大学院で修士の学位を授与された人は、2020年3月現在で

1,900名を超えており、博士の学位を授与された人は、1,000名

を超えています。その多くが研究者となって大学やシンクタンク

等で研究職に就き、内外の学界で活躍しています。大学院教育

の中軸としての研究者養成は、今後も重視します。

３つの修士カリキュラムと２つの博士カリキュラム
経済学研究科には現在、「経済学専攻」という一専攻のもと

「修士課程」と「博士後期課程」が設置されています。修士課程

には、日本語による２つのプログラムと英語コース、合わせて３

つの教育カリキュラムを設けています。また、博士後期課程に

は日本語によるプログラムと英語コース、合わせて２つの教育

カリキュラムを設けています。

学術的専門性と実践性の追求
（日本語による教育カリキュラム）

設立当初からの伝統を引き継ぐ日本語による修士課程の教育カ

リキュラムは、2019年度より「研究者養成プログラム」と「高度専

門人材養成プログラム」の二つのプログラムに再編されました。

「研究者養成プログラム」は、博士後期課程進学を前提に、研

究者を養成することを主たる目的とするプログラムです。授業

履修と修士論文研究により、経済理論、社会経済学、応用経済

学、経済史・経済思想史、経済政策、経営・会計学など、経済学

とその関連の諸領域における学術的蓄積を継承し、研究に必

須の基礎学力および分析能力を習得することを目標とします。

「高度専門人材養成プログラム」は、修士課程での修了を前提

に、経済学に基づく高度な専門知識を備え、国内外の社会の

期待に応えられる高度専門職業人を養成することを主たる目

的とするプログラムです。授業履修と修士論文研究により、経

済学と関連諸領域および実証・データ分析における基盤的・

先端的な専門知識を習得し、またグループワークや英語を含

むコミュニケーションに関する能力を高め、国内外の経済社会

の課題・問題を実践的に分析、解決できる能力を習得すること

を目標とします。

日本語による博士後期課程の教育カリキュラムでは、大学院

生ごとに複数の教員による博士論文指導委員会がつくられ、3

年間で博士論文を作成できるように個別指導をおこなってい

ます。また、研究状況に応じて発表を行うとともに高度な討論、

切磋琢磨の場を設けるためにワークショップやセミナーを開設

しています。

東アジア持続的発展研究コース
（英語による教育カリキュラム）

「東アジア持続的発展研究コース（東アジアコース）」は、英語

を共通言語とした秋入学の大学院プログラム（修士課程2年

間、博士後期課程3年間の研究者養成用コース）であり、日本

および東アジアの経済について多角的・学際的・国際的な視点

から研究し、同地域に生起する社会経済的諸問題の実践的解

決と持続的発展に資する学術研究者および実務エコノミスト

を養成することを目的としています。本コースに所属する学生

は、アジアを中心に世界各地の出身者で構成されています。ま

た、海外からの招へい研究者による講義も提供されるなど国

際的な環境の中で学習することができます。

経済学研究科 カリキュラム
修士課程（2年）

研究者養成プログラム 高度専門人材
養成プログラム

東アジア持続的
経済発展コース

英語・秋入学プログラム

博士号取得を目指すプログラムです。

同プログラム
博士後期課程（3年）

修士課程のみのプログラムです。 英語講義に基づくプログラムです。

同プログラム
博士後期課程（3年）

就職
金融機関、専門機関、官公庁、その他
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金融機関、専門機関、官公庁、その他



12 13

大
学
院
経
済
学
研
究
科

G
raduate School of Econom

ics, Kyoto U
niversity

大
学
院
経
済
学
研
究
科

G
raduate School of Econom

ics, Kyoto U
niversity

2019年度修士論文の中から、特に優れた修士論文6編が顕彰されました。
優秀修士論文賞

井澤 公彦 「マルコフ転換モデルによる仮想通貨市場の分析」

植村 優貴 “Job Search Intensity and Wage Rigidity in Business Cycles”
 （景気循環における求職努力と賃金の硬直性）

瀧本 哲哉 「戦間期日本における消費社会の形成 ―遊廓の大衆化の視点から」

呉 　少志 “An Empirical Research on Social Media Marketing and Consumer Responses: 
 leveraging the power of online opinion leaders”
 （ソーシャルメディア・マーケティングが消費者行動に与える影響に関する研究：オンラインオピニオンリーダーの力活用）

CEN  XIN “An Empirical Study on Immigration and Deep Trade Agreements” （移民と深い貿易協定に関する実証研究）

李 　雨涵 “A research on Mandarin-Japanese-English trilingual Chinese tourists’ service language preferences when 
 traveling in Japan” （中日英三言語中国人観光客の訪日消費におけるサービス言語偏好に関する研究）

東アジア持続的経済発展コースの修士論文（2020年9月修了）の中から、
特に優れた修士論文1編が顕彰されました。

優秀修士論文賞（東アジア持続的経済発展コース）

劉 　又萍 “Chinese Peasants’ Struggles to Engage in Alternative Food Networks
 （中国小農のオルタナティブ・フードネットワークへの能動的参加をめぐる困難と課題）”

経済学研究科では、2018年度の大学院入学生より、優秀な成績を修めた場合に、通常２年以上の在籍期間を1年に短縮して
修士課程を修了できる「在学期間短縮制度」を開始しました。京都大学経済学部生のうち、学部での成績や面接に基づき選抜
された「学士・修士5年プログラム」に所属する学生は、学部４年次において大学院の科目の一部を受講しながら修士論文作
成に向けた研究指導を受けることができます。これらの学生は、特別選抜入試を経て経済学研究科に入学した場合、この制度
を利用して、通常は6年間を要する学部・修士課程を通算5年間で修了することが可能です。

ダブルディグリー・プログラム
ダブルディグリーは、京都大学と外国の大学が協定を締結し、双方の修了要件

を満たした学生に対して、双方の大学がそれぞれ学位を授与する制度です。学

生は、一つの大学では得られない高度で付加価値の高い学修機会を獲得でき

ます。2018年より京都大学経済学研究科とグラスゴー大学（イギリス）社会科

学系カレッジとの連携による博士課程国際ダブルディグリー・プログラムがス

タートしました。

このプログラムは本研究科の博士後期課程所属の大学院生が対象で、両大学

の教員による共同指導を受けつつ、京都とグラスゴーで各２年研究に従事し、両

大学の学位論文審査に合格することで両大学から博士号が授与されます。

JICA開発大学院連携プログラム
東アジアコースは京都大学が参加するJICA開発大学院連携プログラム・経済

領域の受け皿となり、ASEAN諸国をはじめとする開発途上国の未来と発展を

支えるトップリーダーの育成に貢献しています。同プログラムの支援で新たに開

講した科目「International Development Assistance Policy」では、日本の政

府開発援助（ODA）の最先端で活躍するJICA関係者、ODA等の開発プロジェ

クトに参加する民間企業の担当者、そして開発プロジェクトの現場で生起する

諸問題についてモニタリングやアドボカシー活動を展開するNGO・市民社会組

織の担当者を講師に、開発援助の実態に迫りながら、持続可能な発展のあり方

について学んでいます。

1 年 2 年 3 年 4 年 1 年 2 年

1 年 2 年 3 年 4 年 1 年

学部 修士課程

成績優秀者は、学部4年生から大学院科目を履修し、研究指導
も受けることができる。

優れた研究業績を挙げた者は、修士課
程を1年で修了できる。

優秀修士論文受賞者

優秀修士論文受賞者

ハイスピードでの修士学位取得
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部局間交流協定による交換留学
経済学研究科・経済学部では、世界16か国・地域の27大学・研究機

関と学術・学生交流協定（33協定）を締結し、海外留学や外国人学生

との交流の機会を提供しています（2021年3月現在）。

協定校への交換留学生募集は、学部生・大学院生を対象として留学

の開始時期毎に年に2回行われます。協定校で修得した単位は、所定

の手続きにより京都大学での修得単位として換算可能です。

なお、経済学部の独自の取り組みとして、交換留学（大学間交流協定

に基づくものも含む）への参加や英語科目の履修・修得、英語能力テス

トの一定スコア獲得といった、学生自身の努力を認定書という形で評

価するグローバルコース履修認定制度を設けています。

国際交流

国際連携大学院プログラム
京都大学は「京都大学ジャパンゲートウェイ構想」において、海外大学

との相互連携で質の高いカリキュラムを提供し、国際認知された学位

プログラムの推進を以て教育力や研究力、国際競争力を強化していく

京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻（修士課程）
International Joint Master Degree Program in Global Markets, Local Creativities

3大学国際共同学位課程
本専攻は、京都大学がグラ

スゴー大学（イギリス）およ

びバルセロナ大学（スペイ

ン）と共同で提供する英語

による国際共同学位（ジョ

イント・ディグリー※）プログ

ラムです。学生はグラスゴー

大学（第1学期）、バルセロ

ナ大学（第2学期）で半年ずつ学び、2年目には京都大学（第3・第4学

期）にて学び、修士の学位を取得します。

グローバルリーダー人材養成
歴史的素養と経済学的知識、批判的で分析的な思考、国際性とリー

ダーシップを兼ね備えた人材の育成を目標とする本専攻では、学生

は、グローバル化とその下での各国・各地の動態を、歴史的な視点と

経済学・経営学を軸とした学際的なカリキュラムによって学びます。

また、国際性豊かな教師陣やカリキュラムを生かし、世界中から集まる

同級生たちとの相互

研鑽を通じて、多国籍

企業、国際機関や各国

政府、NGOや研究機

関などを舞台にグロー

バルに活躍するための

能力を養います。

カリキュラム：７大学共学から京都での主体的な研究へ
本専攻の学生は9月に入学し、最初の半年間は、グラスゴー大学を拠点にGLOCALプログラムに所属する学生全員で”Global Economy”などの基礎

科目を履修します。続く2学期には他の「スタディトラック」の学生とともにバルセロナ大学で学び、インターンシップ等を含む実践的な授業を履修します。

夏には、GLOCALの学生全員が参加し、また異

なる学年の学生との交流の場ともなるサマース

クール（欧州の都市で毎年異なるテーマで開催）

に参加します。

2年目には京都大学に拠点を移し、「スタディトラッ

クD」の主題である”Industrial Dynamics and 

Sustainability”に関する少人数制の講義・演習

に参加しつつ、修士論文の準備に着手します。京

都大学の教員を主指導教員、他の連携2大学の

教員を副指導教員とする指導チームの下で修士

論文を作成します。3大学が共同で行う学位審

査を経て、3大学連名の学位が授与されます。

GLOCALプログラムと地球規模の国際性
本専攻の課程は、欧州を中心に7カ国の7大学

が連合するGLOCALコンソーシアムによる学

位課程（Global Markets, Local Creativities: 

GLOCAL）の一部（スタディトラックD: 右ページ参照）を構成していま

す。各国において京都大学とよく似た位置にある7大学が密接に協働し

世界水準の教育を提供します。

本専攻の開設に先立ち2017年に発足したGLOCALプログラムでは、

特定地域に偏ることなく世界各地の学生が学んでいます（上図）。

GLOCALは欧州連合エラスムス・ムン

ドゥス国際修士プログラム（EMJMD）

であり、本専攻は同プログラム初の日

本での正規学位課程です。エラスムス・ムンドゥス奨学生に選ばれた

学生は授業料を免除され、欧州での学修期間には奨学金が支給さ

れます。

2021（令和3）年
新規開設

※ジョイント・ディグリーとは、連携する大学間で開設
された共同プログラムを履修し、修了した者に複数
の大学が共同で単一の学位を授与するものです。

GLOCALコンソーシアム構成大学
グラスゴー大学（イギリス）
バルセロナ大学（スペイン）
ゲッティンゲン大学（ドイツ）
エラスムス・ロッテルダム大学（オランダ）
京都大学（日本）
ウプサラ大学（スウェーデン）
ロス・アンデス大学（コロンビア）

GLOCALプログラム所属学生の出身地域

基本情報
専　攻　名：International Joint Master Degree Program in Global Markets, Local Creativities

京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻
学　位　名：International Master in Global Markets, Local Creativities

修士（グローバル経済・地域創造）
教 育 言 語：英語
標準修了年限：2年（グラスゴー大学・バルセロナ大学で各半年、京都大学1年）
出　　　　願：初秋‐翌年1月上旬　GLOCAL 公式Webサイトより出願
学　　　　費：GLOCALプログラムの定めによる（下記サイト参照 京都大学の標準額とは異なる）
窓　　　　口：［一般・出願に関する問い合わせ］  GLOCAL公式Webサイト：www.globallocal-erasmusmundus.eu

［京都大学でのカリキュラムに関する問い合わせ］  京都大学経済学研究科  www.econ.kyoto-u.ac.jp/glocal

ことを目標に掲げ、「スーパーグローバル大学創成支援」事業に採択さ

れました。経済学研究科はこの全学的な取り組みのもと、文学研究科、

農学研究科（生物資源経済学専攻）とともに「スーパーグローバルコー

ス人文社会科学系ユニット」として、”持続可能性“と”文化越境性“を

キーワードに研究・教育の国際化を進めています。

こうした取り組みの柱の一つが、欧州やアジアの有力大学からの招へ

い研究者による講義提供や共同論文指導です。2015年より継続的

に広範な分野の授業が提供され、これらを含めた英語科目履修、国

際学会での発表等を体系的に実施できた場合にスーパーグローバ
ルコースの履修を認定することで、学生の国際対応力の強化を目指
しています。

もう一方は、パートナー大学と連携して設置するジョイント／ダブル

ディグリー・プログラム等による国際共同学位プログラムです。2018年

にはグラスゴー大学・社会科学系カレッジとの連携による博士後期課
程国際ダブル・ディグリー・プログラムがスタートしました。このプログ
ラムでは京都とグラスゴーで２年ずつ計4年間、両大学の教員による共

同指導を受け研究に従事し、両大学の学位論文審査に合格することで

それぞれから博士号が授与されます。そして2021年秋には、ジョイン
ト・ディグリー・プログラムによる京都大学国際連携グローバル経済・
地域創造専攻（修士課程）が開設されます。2年の間にグラスゴー大
学、バルセロナ大学そして京都大学に滞在しグローバルとローカルの

両視点から社会・経済を学修できるカリキュラムとなっています。

これらに、既存の東アジア持続的経済発展研究コース（10月入学、修
士・博士課程）を加えた幅広なニーズに対応できる部局として、経済学

研究科はグローバルな視点を持つ実務家・研究者の育成、学生の国際

意識の喚起に取り組んでいます。

バルセロナ大学
1451年創設。スペイン
語圏有数の経済学・経
営学教育拠点

グラスゴー大学
1450年創設。経済学の
祖アダム・スミスの母
校。国際共同学位課程
による教育で欧州随一

京都大学
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部局間交流協定による交換留学
経済学研究科・経済学部では、世界16か国・地域の27大学・研究機

関と学術・学生交流協定（33協定）を締結し、海外留学や外国人学生

との交流の機会を提供しています（2021年3月現在）。

協定校への交換留学生募集は、学部生・大学院生を対象として留学

の開始時期毎に年に2回行われます。協定校で修得した単位は、所定

の手続きにより京都大学での修得単位として換算可能です。

なお、経済学部の独自の取り組みとして、交換留学（大学間交流協定

に基づくものも含む）への参加や英語科目の履修・修得、英語能力テス

トの一定スコア獲得といった、学生自身の努力を認定書という形で評

価するグローバルコース履修認定制度を設けています。

国際交流

国際連携大学院プログラム
京都大学は「京都大学ジャパンゲートウェイ構想」において、海外大学

との相互連携で質の高いカリキュラムを提供し、国際認知された学位

プログラムの推進を以て教育力や研究力、国際競争力を強化していく

京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻（修士課程）
International Joint Master Degree Program in Global Markets, Local Creativities

3大学国際共同学位課程
本専攻は、京都大学がグラ

スゴー大学（イギリス）およ

びバルセロナ大学（スペイ

ン）と共同で提供する英語

による国際共同学位（ジョ

イント・ディグリー※）プログ

ラムです。学生はグラスゴー

大学（第1学期）、バルセロ

ナ大学（第2学期）で半年ずつ学び、2年目には京都大学（第3・第4学

期）にて学び、修士の学位を取得します。

グローバルリーダー人材養成
歴史的素養と経済学的知識、批判的で分析的な思考、国際性とリー

ダーシップを兼ね備えた人材の育成を目標とする本専攻では、学生

は、グローバル化とその下での各国・各地の動態を、歴史的な視点と

経済学・経営学を軸とした学際的なカリキュラムによって学びます。

また、国際性豊かな教師陣やカリキュラムを生かし、世界中から集まる

同級生たちとの相互

研鑽を通じて、多国籍

企業、国際機関や各国

政府、NGOや研究機

関などを舞台にグロー

バルに活躍するための

能力を養います。

カリキュラム：７大学共学から京都での主体的な研究へ
本専攻の学生は9月に入学し、最初の半年間は、グラスゴー大学を拠点にGLOCALプログラムに所属する学生全員で”Global Economy”などの基礎

科目を履修します。続く2学期には他の「スタディトラック」の学生とともにバルセロナ大学で学び、インターンシップ等を含む実践的な授業を履修します。

夏には、GLOCALの学生全員が参加し、また異

なる学年の学生との交流の場ともなるサマース

クール（欧州の都市で毎年異なるテーマで開催）

に参加します。

2年目には京都大学に拠点を移し、「スタディトラッ

クD」の主題である”Industrial Dynamics and 

Sustainability”に関する少人数制の講義・演習

に参加しつつ、修士論文の準備に着手します。京

都大学の教員を主指導教員、他の連携2大学の

教員を副指導教員とする指導チームの下で修士

論文を作成します。3大学が共同で行う学位審

査を経て、3大学連名の学位が授与されます。

GLOCALプログラムと地球規模の国際性
本専攻の課程は、欧州を中心に7カ国の7大学

が連合するGLOCALコンソーシアムによる学

位課程（Global Markets, Local Creativities: 

GLOCAL）の一部（スタディトラックD: 右ページ参照）を構成していま

す。各国において京都大学とよく似た位置にある7大学が密接に協働し

世界水準の教育を提供します。

本専攻の開設に先立ち2017年に発足したGLOCALプログラムでは、

特定地域に偏ることなく世界各地の学生が学んでいます（上図）。

GLOCALは欧州連合エラスムス・ムン

ドゥス国際修士プログラム（EMJMD）

であり、本専攻は同プログラム初の日

本での正規学位課程です。エラスムス・ムンドゥス奨学生に選ばれた

学生は授業料を免除され、欧州での学修期間には奨学金が支給さ

れます。

2021（令和3）年
新規開設

※ジョイント・ディグリーとは、連携する大学間で開設
された共同プログラムを履修し、修了した者に複数
の大学が共同で単一の学位を授与するものです。

GLOCALコンソーシアム構成大学
グラスゴー大学（イギリス）
バルセロナ大学（スペイン）
ゲッティンゲン大学（ドイツ）
エラスムス・ロッテルダム大学（オランダ）
京都大学（日本）
ウプサラ大学（スウェーデン）
ロス・アンデス大学（コロンビア）

GLOCALプログラム所属学生の出身地域

基本情報
専　攻　名：International Joint Master Degree Program in Global Markets, Local Creativities

京都大学国際連携グローバル経済・地域創造専攻
学　位　名：International Master in Global Markets, Local Creativities

修士（グローバル経済・地域創造）
教 育 言 語：英語
標準修了年限：2年（グラスゴー大学・バルセロナ大学で各半年、京都大学1年）
出　　　　願：初秋‐翌年1月上旬　GLOCAL 公式Webサイトより出願
学　　　　費：GLOCALプログラムの定めによる（下記サイト参照 京都大学の標準額とは異なる）
窓　　　　口：［一般・出願に関する問い合わせ］  GLOCAL公式Webサイト：www.globallocal-erasmusmundus.eu

［京都大学でのカリキュラムに関する問い合わせ］  京都大学経済学研究科  www.econ.kyoto-u.ac.jp/glocal

ことを目標に掲げ、「スーパーグローバル大学創成支援」事業に採択さ

れました。経済学研究科はこの全学的な取り組みのもと、文学研究科、

農学研究科（生物資源経済学専攻）とともに「スーパーグローバルコー
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キーワードに研究・教育の国際化を進めています。

こうした取り組みの柱の一つが、欧州やアジアの有力大学からの招へ

い研究者による講義提供や共同論文指導です。2015年より継続的

に広範な分野の授業が提供され、これらを含めた英語科目履修、国

際学会での発表等を体系的に実施できた場合にスーパーグローバ
ルコースの履修を認定することで、学生の国際対応力の強化を目指
しています。

もう一方は、パートナー大学と連携して設置するジョイント／ダブル

ディグリー・プログラム等による国際共同学位プログラムです。2018年

にはグラスゴー大学・社会科学系カレッジとの連携による博士後期課
程国際ダブル・ディグリー・プログラムがスタートしました。このプログ
ラムでは京都とグラスゴーで２年ずつ計4年間、両大学の教員による共

同指導を受け研究に従事し、両大学の学位論文審査に合格することで

それぞれから博士号が授与されます。そして2021年秋には、ジョイン
ト・ディグリー・プログラムによる京都大学国際連携グローバル経済・
地域創造専攻（修士課程）が開設されます。2年の間にグラスゴー大
学、バルセロナ大学そして京都大学に滞在しグローバルとローカルの

両視点から社会・経済を学修できるカリキュラムとなっています。

これらに、既存の東アジア持続的経済発展研究コース（10月入学、修
士・博士課程）を加えた幅広なニーズに対応できる部局として、経済学

研究科はグローバルな視点を持つ実務家・研究者の育成、学生の国際

意識の喚起に取り組んでいます。

バルセロナ大学
1451年創設。スペイン
語圏有数の経済学・経
営学教育拠点

グラスゴー大学
1450年創設。経済学の
祖アダム・スミスの母
校。国際共同学位課程
による教育で欧州随一

京都大学
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プロジェクトセンター
経済学研究科附属プロジェクトセンターは、（1）現代産業社会活性化のためのプロジェクト型研究を組織し、（2）教育技法・教材の開発、産業社会の

分析などを行うことにより、広く経済学・経営学の教育研究の向上に寄与することを目的として、2000年11月に設立されました。

プロジェクトセンターでは、上記（1）の目的を達成するため、「大学院教育研究高度化プロジェクト」を募集し、プロジェクトセンター運営協議会で審

査の上、2010年度に5件、2013年度に1件、2014年度に1件のプロジェクトを採択し現在に至っています。また、上記（2）の目的を達成するため、任

期付きの若手研究者の積極的登用などを進め、現在5名の専任教員が採用されております。

学外との交流に関しては、各プロジェクトと関連のある研究者をリサーチ・フェローとしてセンターのメンバーに加えるとともに、先端的研究を行って

いる講師を招へいして各種セミナー等を開催し、プロジェクトの発展と普及につとめています。これらプロジェクトセンターの成果の一部は、経済学研

究科の「ディスカッションペーパーシリーズ」として公表されています。

東アジア経済研究センター
経済学研究科附属東アジア経済研究センターは2002年に設立され、急成長を遂げる中国及び他の東アジア諸国の経済に関する研究の実施、東ア

ジア地域における研究ネットワークの形成、研究成果の社会への還元、および、東アジアで活躍する人材の育成を自的とした活動を行っています。主

な活動内容は以下の通りです。

 1.シンポジウム・研究会の開催

毎年2回の中国経済等に関する定例シンポジウムを開催しています（下記の項目4をご参照ください）。また、中国経済を研究する学内外の研究者や学生同士の
学術交流を深めるために、「中国経済研究会」、「アジア経済発展論研究会」を、毎年それぞれ4～8回程度、開催しています。この他、中国、韓国、台湾、ベトナム
など諸外国の協定校との国際交流セミナー等を随時開催しています。本センターの過年度の活動状況については、本センターのHPでご覧頂くことができます。 
（www.econ.kyoto-u.ac.jp/~shanghai）

 2.情報発信

本センターでは、2013年末まで機関紙に当たる「東アジア経済研究」を年1回発行しておりましたが、その後、東アジアセンター・ワーキングペーパーとしてリ
ニューアルし、本センターのHPにおいて随時公表し、学内外の研究者や学生、本センター支援会会員向けに、中国経済や東アジア経済に関する新しい情報を
発信しています。

 3.人材育成

東アジア地域の経済発展、とりわけ持続的な発展を促進するためには、人材育成が必要不可欠です。本センターは、2011年から2012年にかけて、中国の中央
と地方政府の若手幹部を対象に「日中共同持続的発展人材育成短期研修プログラム」を実施しました。2017年度以降は，若手研究者支援の一環として，経済
学研究科から毎年若干名のジュニアリサーチャーを受け入れています。

 4.中国経済シンポジウム

最近では、下記の中国経済シンポジウムを開催しました。 （※2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。）

経済学研究科では、研究・教育を促進させるために、様々な活動をサポートし、そのための附属組織を有しています。

三井住友銀行金融研究教育センター
2011年に三井住友銀行からのご寄付をもとに、「三井住友銀行金融

研究教育センター」が設立されました。

センターには、「データストリーム」（Thomson Reuters社）と呼ばれ

る金融・経済分析のためのデータベースを配備しています。株価・企業

財務データ・債券・金利・オプション・為替・マクロ経済データなどの時

系列データを取ることが可能です。その際は、エクセルをインターフェイ

スとして使うことができますので、簡単にデータをダウンロードすること

ができます。これらのデータは、大学院生・学部生が、講義の課題に取

り組む際、また論文を執筆する際の実証研究には欠かせないものです。

講義で得た理論的な知識をもとに、自分でデータを分析することによ

り、新たな問題意識や研究の着想を得る契機となる可能性もあります。

またセンターでは、研究発表やセミナーを開催するための設備もあり、

経済学研究科・経済学部における金融研究教育のひとつの拠点と

なっています。

三井住友フィナンシャルグループ
太田 純 執行役社長からのメッセージ

2019年度春季シンポジウム

（1）2019年度春季シンポジウム
テーマ：岐路に立つ中国経済: チャンスとチャレンジ
日　時：2019年6月15日（土）13:30～18:00
会　場：京都大学時計台国際交流ホールⅠ
講演1：金 堅敏（富士通総研主席研究員）

「加速する中国のデジタルイノベーション」
講演2：陳 義（北京神州竜芯集積回路設計有限会社会長）

「中国における科学技術の発展の活力と課題」
講演3：劇 錦文（中国社会科学院経済研究所研究員）

「中国民営経済の地位と経済の質的向上」

（1）2018年度秋季シンポジウム
テーマ：中国は先進国になれるか
日　時：2018年11月18日（日）14:00～17:50
会　場：京都大学時計台国際交流ホールⅡ
講演1：劉 徳強氏（京都大学教授）

「中国の経済成長と中所得国の罠」
講演2：村上 衛氏(京都大学准教授)

「第1次・第2次グローバリゼーションと中国：清末と現代」
講演3：小島 正憲氏（株式会社小島衣料オーナー）

「我が中国企業の理論と実践」
講演4：天児 慧氏（早稲田大学名誉教授）

「模索する中国の政治改革：改革開放の40年から考える」

　昨年来、新型コロナウイルス感染症の拡大が世界に甚大な影
響をもたらしています。感染症の収束に向けて、各国が連携し、官
民が協力して、ワクチンや治療薬の開発を行っていますが、こうし
た研究・開発においては、データの分析がカギを握ります。
　世界では、ファイザーやモデルナなどが、ウイルスの遺伝情報
データを分析し、安全性や効果の検証を重ねた結果、これまでに
ないスピードでワクチンの開発に成功しました。日本でも、計算速
度が世界首位のスーパーコンピューター「富岳」を活用して、数
千種類に及ぶ既存薬剤のデータを基に、治療薬の候補探索が進
められています。
　また、京都大学では、抗体検査と生活習慣に関するアンケート
を実施し、およそ4,000人のデータから感染者に多い行動を導出
することで、将来の感染予防に向けた提言を目指していると聞い
ています。こうした研究の成果によって、１日も早く、日常生活が戻
ることを期待しています。
　データを収集し、分析、活用することは、医療のみならず、社会・
経済のあらゆる分野において、不確実で不安定な時代を生き抜く

ための強力な武器になります。データ分析の巧拙が、各国経済の
発展や企業の成長にも大きく影響すると言えるでしょう。私自身
も、ダイナミックに変動する金融・経済環境を客観的なデータに基
づいて分析し、現状を正確に把握すると同時に、今後起こる変化
を先取りして、経営戦略を立案・実行することを心がけています。
　三井住友銀行が法経済学部東館3階に設置している「金融研
究教育センター」では、金融・経済に関する豊富なデータを手に
入れることができます。是非積極的に活用し、仮説の構築・検証
を繰り返すことで、世界を大局的に捉える力を養ってもらいたいと
思います。
　さらに、我々は、2011年から毎年、寄附講義を実施しています。
毎回、金融の最前線で活躍するプロフェッショナルが講師となり、
金融実務のリアリティや市場のダイナミズムをお伝えしています。
是非、金融・経済の面白さを感じてもらえればと思います。
　SMBCグループとして、そして京都大学のOBの一人として、
我々のこうした取組みが、皆さんの勉学や研究のお役に立つこと
を心より願っています。

附属組織
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プロジェクトセンター
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学術交流を深めるために、「中国経済研究会」、「アジア経済発展論研究会」を、毎年それぞれ4～8回程度、開催しています。この他、中国、韓国、台湾、ベトナム
など諸外国の協定校との国際交流セミナー等を随時開催しています。本センターの過年度の活動状況については、本センターのHPでご覧頂くことができます。 
（www.econ.kyoto-u.ac.jp/~shanghai）
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東アジア地域の経済発展、とりわけ持続的な発展を促進するためには、人材育成が必要不可欠です。本センターは、2011年から2012年にかけて、中国の中央
と地方政府の若手幹部を対象に「日中共同持続的発展人材育成短期研修プログラム」を実施しました。2017年度以降は，若手研究者支援の一環として，経済
学研究科から毎年若干名のジュニアリサーチャーを受け入れています。
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経済学研究科では、研究・教育を促進させるために、様々な活動をサポートし、そのための附属組織を有しています。
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三井住友フィナンシャルグループ
太田 純 執行役社長からのメッセージ
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経済資料センター
経済資料センターでは、主に図書とアーカイブズの側面から、経済学研究科の研究・教育の支

援を行っています。

図書では、政府機関や民間団体が刊行する各種の統計書、白書や調査報告書、OECD刊行資

料、電子資料など、約76,000冊を所蔵・提供しています。また、各種データベースの利用が可能

な他、経済資料や統計データなどの検索・収集に関するレファレンスサービスを行っています。

アーカイブズでは、京都を中心とした関西地域の企業・経済団体等の一次資料の収集・公開を

行っています。利用可能な資料群の目録等は、当センターWebサイトで公開しています。その他、

「伏見酒造組合資料を読む会」や経済資料の保存に関する研究会なども開催しています。

経済学研究科・経済学部図書室
図書室の蔵書のうち学生の学習に必要な図書や新刊雑誌は開架コーナーですぐ手に取ること

ができます。また、内外に誇るべき多彩なコレクションとして各種の特殊文庫があります。

50席の閲覧席には、日々、勉学に勤しむ学生の姿があります。

一部の貴重書を除く全学の所蔵資料は、KULINE（京都大学蔵書検索）で検索できます。また多

数のデータベース、電子ジャーナル、電子ブックを学内LANから利用することができます。

京都大学経済学会
京都大学経済学会は、1919（大正8）年の京都大学経済学部創立と同時に創設され、経済学・

経営学に関する研究・教育の振興や、京都大学大学院経済学研究科・経済学部の発展に寄与

してきました。

1915（大正4）年に創刊され100年以上の歴史を持つ学術誌『経済論叢』を刊行し続け、京都

大学における経済学研究の成果を公表しています。『経済論叢』は2015年に創刊100周年を

迎え、記念号として、河上肇博士をはじめとする経済学部に在籍した歴代教員の代表的論文の

再録も含む特別号を発刊しました。

経済学分野でアジア最古の欧文学術誌である1926年創刊のThe Kyoto Economic Review

を2018年に経済学研究科より引き継ぎ、経済学・経営学分野の英文総合誌として国内外に学

術成果を発信しています。

京都大学経済学系に所属する専任教員へ単著出版助成を行い、経済学研究科における研究

成果の普及に寄与しています。

出版助成
経済学研究科では博士課程修了者など若手研究者の出版助成を実施しています。

2020年度は1件を採択しました。

◆筈井 俊輔 『なぜ特異な仕事は生まれるのか？：批判的実在論からのアプローチ』 京都大学学術出版会，2020年

再生可能エネルギー経済学講座では、再
生可能エネルギーの普及促進のために、技
術的障害をどう克服するかという観点だけ
でなく、それを促す社会経済システムをど
う設計するのかという観点から研究を進め
るための拠点づくりを目指し、積極的に政
策を提言・発信していきます。

経済学研究科・経済学部では社会連携に力を入れています。東アジア経済研究センターの活動はOBなどに支

えられて、充実してきました。各種の寄附講座も民間で活躍されているOBのお世話で実現しています。また、シ

ンクタンクや民間企業との交流を進め、外部資金や外部からの支援の獲得にもより積極的に取り組んでいま

す。こうした交流・支援は、例えば、教育の国際化に向けての学生の海外留学・海外研修への送り出しのために

も、あるいは海外の研究拠点の拡充のためにも、一層重要になっていきます。

フェロー制度は、そのような交流・支援を支えていただく方にフェローの名称を授与してご活曜を期待し、これ

までに大きな貢献をしていただいた方には名誉フェローの名称を贈り、感謝するものです。
左から、名誉フェロー 大森經徳氏、
田中秀夫元研究科長、フェロー 宇野輝氏

産官学連携（受託研究など）
学術研究の成果を社会に還元し、また産官学の連携による創発や革新を実現するために、経済学研究科は、受託研究や各種の共同研究をおこなっ

ています（例：低炭素型の行動変容を促す情報発信（ナッジ）等による家庭等の自発的対策推進事業（多様な価値観を反映したパーソナル・ナッジの

開発と社会実装））。

公的部門との連携（政策立案など）
教員は公共的な役割を担って活動しており、国または地方公共団体の行政機関に設置されている審議会等の委員等として、専門的見地から助言・指

導などを行っています（内閣官房デジタル市場競争本部事務局、文部科学省高等教育局、公正取引委員会、京都府等の委員）。

高等学校との連携
高大連携事業の一貫として、経済学研究科教員による高等学校での出張講義や見学説明会、大学訪問等の受入れを行っています。

再生可能エネルギー経済学講座

産学共同講座
京都大学は、産官学連携を通じて研究成果の還元と社会貢献を積極的に進めることを基本理念の１つとしています。 社会と産業界に広く貢献することを

目的に、民間企業等と京都大学の双方が共同でプロジェクトの拠点形成することで、イノベーションの創出を図るという新たな制度が産学共同講座です。

■第1期 （2014年4月1日～2019年3月31日）
　参加企業：エネルギー戦略研究所株式会社

■第2期 （2019年4月1日～2024年3月31日）
　参加企業：エネルギー戦略研究所株式会社、
 Daigasガスアンドパワーソリュー
 ション株式会社

《蔵書数》 和書：約304,335冊　洋書：約279,467冊　和雑誌：4,401種類　洋雑誌：2,490種類

〈参加研究者〉
諸富　 徹 地球環境学堂/経済学研究科 教授
杜　 依濛 経済学研究科産学共同講座 特定講師
張　　 砣 経済学研究科産学共同講座 特定助教
山家 公雄 経済学研究科 特任教授（エネルギー戦略研究所株式会社 取締役研究所長）
安田 　陽 経済学研究科 特任教授（エネルギー戦略研究所株式会社 取締役研究部長）
荒川 忠一 経済学研究科 特任教授、東京大学名誉教授、（エネルギー戦略研究所株式会社 顧問）
竹内 敬二 経済学研究科 特任教授（エネルギー戦略研究所株式会社 シニアフェロー）
内藤 克彦 経済学研究科 特任教授（エネルギー戦略研究所株式会社 シニアフェロー）
永田 哲朗 経済学研究科 特任教授（エネルギー戦略研究所株式会社 シニアフェロー）
岡　 春菜 Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 新エネルギー事業部
大澤 周平 Daigasガスアンドパワーソリューション株式会社 新エネルギー事業部

関連活動

社会連携

フェロー制度
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京都大学経済学部が創設されたのは1919年で、現在までの卒業生の累計は24,000人を超えています。1959年に経済学部創立40周年記念行事

の一環として行われた｢卒業生懇親会｣において、同窓会の設立が提唱され、翌1960年に卒業生が中心となり｢会員相互の親睦と母校との連絡をは

かることを目的｣として（規約第3条）経済学部同窓会が結成されました。

結成

学部生の皆さんにも、在学中から先輩や教員との交流を深める機会を増やすため、2009年より｢同窓会学生

特別会員｣を入学時に募集しています。

会員になっていただくと、毎年大好評

の「在学生イベント」に無料で参加で

きるほか、色々な特典を受けられます。

イベントの内容は、実業界で活躍中の

経済学部卒業生による講演会、豪華

景品が当たるクイズやゲーム大会を

盛り込んだパーティとなっています。

このように同窓会は、学部卒業生、大学院修了生、在学生、名誉教授等の旧教員、学部現教員を中心に組織されており、世代を超えて交流が図られて

います。

第26回東京支部総会にて
山中伸弥教授のご講演

住友商事㈱藤井翔さん（2009年卒）のご講演

毎年、大学で総会を開催し、同窓会報を発行しています。同窓会報には、総会を始めとする様々な行事のご案内やご報

告、支部の活動、大学・経済学部の様子、退任教員・新任教員の紹介、卒業生の近況などをお知らせしています。支部は現

在のところ、北海道、東京、名古屋、近畿、香川、愛媛、九州北部、九州南部の各地域に組織されており、地域ごとに総会や

懇親会等が行われています。学部の現教員も大学での総会はもちろん支部総会への参加や支部講演会の講師をするな

ど、積極的に関わっています。

卒業生の皆様が開催されるクラス会・

ゼミ会なども盛んに行われています。

その中でも「卒業50周年記念同窓

会」は卒業50年を節目とし、京大百周

年時計台記念館において盛大に行わ

れています。近年では恒例行事として

毎年たくさんの方々が参加され、途絶

えることなく引き継がれています。

相亰重信（元SMBC日興証券会長）同窓会長  ご挨拶

※2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、総会は書面にて開催しました。（2019年は百周年記念式典と合同で実施しましたので2018年度のものを使用しております）

※2020年度卒業生主催イベントは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。（画像は2019年度のものを使用しております）

※2020年度在校生イベントは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となりました。
　（画像は2019年度のものを使用しております）

同窓会

　令和2年10月の総会において、会長に選任されました相亰重信でございます。一言ご挨拶申し上げます。

2020年度は新型コロナに振り回された1年でありました。コロナの影響で大学の授業のありかたは大きく変わり

ました。ネットを中心とするも教室の人数を半分以下に抑えリアルとネットを組み合わせて行うハイブリッド型の講

義を開催する等、先生方の大変なご努力により経済学部の特徴である少人数教育を実践されているとお伺いして

おります。一方学生生活も大きく変わりました。新入生の中には京都大学に入学したものの、一回も学内に足を踏

み入れたことがない人もいるようです。更には一部にアルバイトも出来ず学費の捻出にも苦労する学生に対し、卒

業生が支援するという動きも広がっていると聞いております。引き続き卒業生の皆様には暖かいご支援をご検討い

ただければと思います。

　昨年度の同窓会の活動ですが江上前学部長をはじめとする大学の先生方、同窓会の役員方の多大なるご努力

によりこの厳しい状況にもかかわらずまず有意義な活動結果を残せたと思います。然しながらどうしてもネットを中

心とした活動とならざるを得ず、同窓会の本来の目的である「会員相互の親睦及び母校との連絡をはかる」という

点においては必ずしも満足のいくものではなかったと思われます。また現役学生を「特別会員」として迎え入れ同窓

会活動に参加いただき、同窓会の皆様と直接交流するという動きも種々の制約を受け、成果は今一つで今後に期

待するというところでありました。今年度も同窓会はネットを中心としたものにならざるを得ないと思われます。幸い

ネット技術、知識に長けた会員も多数おられますので同窓会としても新しい試みを進めていきたいと思います。

　湊総長の年頭のご挨拶にあるように、国立大学の変革が求められております。「大学の自主性」「大学の機能拡

張」「多様性の拡大」をキーワードに我々の母校京都大学は積極的に成長戦略を打ち出し改革を進められることと

思います。京都大学には実に多種多様な人材が集まり、「自由な学風」のもとで学び、「自主独立と創造の精神」とい

う共通の理念を修得した卒業生が色々な方面で活躍されております。同窓会としても、このネットワークを広げ、よ

り強固なものにし、その結果として卒業生（現役も含め）の活動範囲、人脈を広げることにより、この改革の一助に

なれば幸いと思っております。

　2019年に経済学部は100周年を迎えましたが、2022年には京都大学が125周年を迎えます。京都大学が

益々発展し、京都大学経済学部同窓会がより一層親しみやすくまた魅力的なものになるよう微力ではありますが

全力を尽くしますので、どうか皆様ご協力をよろしくお願い致します。最後になりましたが皆様のますますのご健勝、

ご活躍をお祈りいたします。
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①専門分野  ②キーワード

①ファイナンス工学、動学的最適化
②ファイナンスのための確率制御問題、
　レヴィー過程の変動理論、信用リスク

江上 雅彦 教授
Egami, Masahiko

①社会経済史
②近代日本経済史、植民地経済、マイグレーション

スティーブン アイビンス 准教授
Ivings, Steven

①知能情報学、データサイエンス
②音声言語処理、機械学習、深層学習

秋田 祐哉 教授
Akita, Yuya

①産業組織論、競争政策論、応用ミクロ経済学、
実証ミクロ経済学

②不完全競争

安達 貴教 准教授
Adachi, Takanori

①財務会計
②合併・買収（M&A）、無形資産、リアル・エフェクト

天野 良明 講師
Amano, Yoshiaki

①ファイナンス、経営学
②企業価値評価、コーポレートファイナンス、
　サステナブルファイナンス、ESG経営

砂川 伸幸 教授
Isagawa, Nobuyuki

①応用経済学
②行動経済学、社会実験、スマートグリッド

依田 高典 教授
Ida, Takanori

①組織の経済学
②契約理論、人事制度の経済学、企業組織、
　サプライネットワーク、下請システム 

菊谷 達弥 准教授
Kikutani, Tatsuya

①メカニズムデザイン、ミクロ経済学
②オークション理論、マッチング理論

數村 友也 講師
Kazumura, Tomoya

①厚生経済学、環境経済学 
②費用便益分析、環境リスク、放射能汚染、
　古典派価値論

岡 敏弘 教授
Oka, Tosihiro

①産業組織論、法と経済学
②イノベーション、技術革新、知的財産権制度

門脇 諒 講師
 Kadowaki, Makoto

①医療経済学
②初期研修医、メンタルヘルス、経済的損失

北田 雅 講師
Kitada, Miyabi

①財務会計、国際会計
②公正価値、業績報告、経済的帰結、認識対開示

草野 真樹 教授
Kusano, Masaki 

①経済史・経営史、経済政策論
②産業論・産業史、比較政策史、ヨーロッパ経済史、
　多国籍企業と政治リスク

黒澤 隆文 教授
Kurosawa, Takafumi 

①図書館情報学
②図書館情報学、経済資料研究

白井 亨 助教
Shirai, Toru 

①国際経済学
②貿易と環境、貿易・外国直接投資と技術波及、
　企業の国際化

神事 直人 教授
Jinji, Naoto 

①人的資源管理論・組織行動論
②国際人的資源管理、異文化組織行動論、
　組織と個人の関係性

関口 倫紀 教授
Sekiguchi, Tomoki 

①ゲーム理論
②個人の意思決定

髙梨 誠之 講師
Takanashi, Seiji

①社会思想史
②近代社会形成論、近代英国共和主義思想、
　私益と公益、英蘭関係史、奢侈論争

竹澤 祐丈 准教授
Takezawa, Hiroyuki 

①経営史、産業論
②総合商社、企業間関係、資源ビジネス

田中 彰 教授
Tanaka, Akira 

①企業戦略、国際経営、企業統治、経営史
②開発途上経済、製品多角化、ビジネス・グループ

アスリ チョルパン 教授
Colpan, Asli M. 

教員紹介

①ファイナンス工学
②信用リスク、派生証券の価格付け、マルコフ過程、
　拡散過程

ケヴヘイッシュウィリ ルースダン 講師
Kevkhishvili, Rusudan 

①経済理論、経済動学、経済成長論
②経済成長、景気循環、構造動学、経済発展、
南北貿易

佐々木 啓明 教授
Sasaki, Hiroaki 

①会計学
②管理会計、マネジメントコントロール、進化経済学

澤邉 紀生 教授
Sawabe, Norio 

①金融
②情報、金融政策、マスメディア

島本 哲朗 教授
Shimamoto, Tetsuro 

①経済理論
②市場デザイン、オークション理論、応用ミクロ経済学

周 愚 特定講師
 Zhou, Yu

①開発経済学
②貧困削減、マイクロファイナンス、教育、市場統合、
　貿易

高野 久紀 准教授
Kono, Hisaki 

①欧米経済史
②航空機産業、原子力産業、国際政治経済学

坂出 健 准教授
Sakade, Takeshi 
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①環境経済学、エネルギー経済学
②火力発電、大気汚染、再生可能エネルギー、
　卸電力市場

馬 騰 特定講師
Ma, Teng 

①農業経済学
②農産物市場と流通、農村組織、ランドグラブ

ツィラブ ラランディソン 特定講師
Ralandison, Tsilavo 

①経済発展論、中国経済
②産業構造、成長方式、制度変革

劉 徳強 教授
Liu, Deqiang 

①ミクロ経済理論、行動ファイナンス
②個人の意思決定、行動ファイナンス

若井 克俊 教授
Wakai, Katsutoshi 

①ネットワーク組織論
②組織行動論、人的資源管理論、ネットワーク組織論

若林 直樹 教授
Wakabayashi, Naoki 

①マーケティング
②マーケティング、流通、商業

若林 靖永 教授
Wakabayashi, Yasunaga 

①組織論、経済社会学
②社会的評価、組織のアイデンティティ、制度変革、
　非市場戦略、歴史的組織研究

王 涛 准教授
Wang, Tao

①経済史
②戦前・戦後の日本経済史、近現代世界経済史、
　産業の衰退化と産業調整

渡邊 純子 教授
Watanabe, Junko 

①応用ミクロ計量経済学、労働経済学
②家計行動、経済格差

山田 憲 教授
Yamada, Ken 

①マクロ経済学、労働経済学
②経済成長・発展、人的資本理論、所得分配

遊喜 一洋 准教授
Yuki, Kazuhiro 

①都市経済学、交通経済学
②交通政策、インフラストラクチャ、都市の空間構造

文 世一 教授
Mun, Se-il 

①財政学、環境経済学
②持続可能な発展と地域再生、グローバル化／デジタル化と税制、
租税思想史、気候変動政策（とくにカーボンプライシング）、

 　再生可能エネルギーと電力システム、現代資本主義論

諸富 徹 教授
Morotomi, Toru 

①マクロ経済学、労働経済学
②経済成長、人口動態

安井 大真 准教授
Yasui, Daishin

①計量経済学
②ミクロ計量経済学、プログラム評価、パネルデータ、
　観測誤差

柳 貴英 講師
Yanagi, Takahide

①途上国・移行国経済論
②開発金融、市場の生成、企業家

矢野 剛 教授
Yano, Go 

①組織論、サービス、デザイン
②相互行為、エスノメソドロジー、サービスの文化

山内 裕 教授
Yamauchi, Yutaka 

①計画理論
②計画理論、意思決定支援、ゲーミングシミュレーション

松井 啓之 教授
Matsui, Hiroyuki 

①専門分野  ②キーワード教員紹介

①現代経済思想史
②ケインズ、シュンペーター、マーシャル

根井 雅弘 教授
Nei, Masahiro 

①財政・公共経済学
②租税制度、国際課税、法人課税

長谷川 誠 准教授
Hasegawa, Makoto 

①イノベーションマネジメント
②サービスイノベーション、知識管理、
　研究・事業開発マネジメント

原 良憲 教授
Hara, Yoshinori 

①農業・食料の国際政治経済学
②グローバル食料ガバナンス、多国籍アグリビジネス、
　農業構造問題、市民的食農システム

久野 秀二 教授
Hisano, Shuji 

①マクロ経済学、財政学
②租税政策、社会保障、経済格差

西山 慎一 教授
Nishiyama, Shinichi 
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インドネシア共和国

シンガポール共和国

タイ王国

大韓民国

台湾

中華人民共和国

フィリピン共和国

ベトナム社会主義共和国

香港特別行政区

マレーシア

アメリカ合衆国

ウルグアイ東方共和国

コロンビア共和国

ドイツ連邦共和国

フランス共和国

ベルギー王国
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ルーマニア
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合計国地域 学部 修士課程 博士課程

受入留学生数 (2020.5）

アジア

北米

中南米

欧州
NIS諸国
含む

中東

中華人民共和国

タイ王国

香港特別行政区

シンガポール

オーストラリア連邦

アメリカ合衆国

カナダ

スウェーデン王国

イタリア共和国

英国

オランダ王国

ドイツ連邦共和国

ベルギー王国

3

2

3

1

1

4

1

1

1

1

0

0

0

3

3

4

1

1

0

4

1

1

0

合計国地域 学部 修士課程 博士課程

交流協定校への派遣学生数 （2019.4～2020.3）

アジア

大洋州

北米

欧州
NIS諸国
含む

2

43

5

25

11

18

77

2

19

1

6

7

6

20（5）

15

257

2

28

5

31

10

16

76

5

23

0

2

9

9

18（6）

12

246

2016

6

31

7

32

11

20

56

8

35

0

5

8

11

13（6）

22

265

2017

0

28

6

23

7

17

59

11

45

1

4

6

7

23（9）

16

253

2018

4

28

9

40

10

19

52

4

49

0

3

6

11

25（10）

13

273

2019（年度） 2015

学部卒業者の進路状況

建設業

製造業

電気・ガス

情報通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

学術研究・専門技術

飲食・宿泊業

教育・学習支援

公務員

サービス業その他

進学

上記以外

合計

（ ）内は経済学研究科

15

2

18

9

44

13

1

17

9

40

2016

19

0

17

9

45

2017

17

0

24

6

47

2018

15

1

23

8

47

20192015

修士課程修了者の進路状況

博士後期課程進学
（他研究科・他大学含む）

官公庁

企業

その他（不明・未回答等含む）

合計

（年度）

13

1

4

1

19

8

0

1

3

12

2016

15

1

4

7

27

2017

10

1

5

8

24

2018

6

1

5

6

18

20192015

博士後期課程修了者の進路状況

大学及び研究機関

官公庁

企業

その他（不明・未回答等含む）

合計

（年度）

教員数

教授

准教授

講師

助教

合計

29

10

11

2

52

（2021.4現在、併任含む）

区分 人数

1,145

241

1,386

1,152

235

1,387

1,134

218

1,352

2018

1,125

229

1,354

2019

1,096

232

1,328

20202016 2017

在籍学生数

経済学部

大学院経済学研究科

合計

（年度）

246

40

16

264

45

27

253

47

27

2018

273

47

21

2019

250

68

29

20202016 2017

学位授与状況

学士

修士

博士

（年度）

基本情報

1919年（大正8年）5月

240名

140

24,194

1953年（昭和28年）4月

京都大学吉田キャンパス

経済学部
大学院経済学研究科

設立

入学定員数

卒業／修了所要単位数

学位授与数累計

所在地

（2020年度）

74,315

61,410

57,397

1,342

45,901

22,152

262,517

競争的外部資金受入状況
（2019年度）

科学研究費補助金

寄附金

受託研究

受託事業

民間との共同研究

機関経理補助金

合計

（千円）

0

6

13

2

6

27

科学研究費補助金採択件数
（2019年度）

基盤研究（Ａ）

基盤研究（Ｂ）

基盤研究（Ｃ）

挑戦的萌芽研究

若手研究

合計

(人）

70名

30

1,995

25名

̶

1,128

修士 博士

インドネシア共和国

シンガポール共和国

タイ王国

大韓民国

台湾

中華人民共和国

フィリピン共和国

アメリカ合衆国

英国

オランダ王国

スウェーデン王国

スペイン

ドイツ連邦共和国

フランス共和国

ベルギー王国

トルコ共和国

ガジャマダ大学（経済・経営学部）

シンガポール・マネジメント大学

タマサート大学（経済学部）

タマサート大学（地域研究研究所）

タマサート大学（政治学部）

チェンマイ大学（経済学部）

チュラロンコーン大学（経済学部）

カセサート大学（経済学部）

慶北大学校 経商大学

国立政治大学（社会科学学院）

国立台湾大学（社会科学院）

国立台湾大学（文学院/社会科学院）

中国社会科学院（経済研究所）

中国人民大学（経済学院）

復旦大学（経済学院）

復旦大学（日本研究センター）

北京大学（経済学院）

北京大学（光華管理学院）

南開大学（経済学院）

フィリピン大学 ロスバニョス校

ハーバード燕京研究所

コーネル大学
グラスゴー大学
社会科学学系（カレッジ）アダム・スミス・ビジネススクール

グラスゴー大学 社会科学学系（カレッジ）

イースト・アングリア大学（経済学部）

ワーヘニンゲン大学

ヨンショーピング大学（国際ビジネススクール）

バルセロナ大学
ハイデルベルク大学
（ハイデルベルグ トランスカルチュラル・スタディーズ・センター）

ヨハン・ヴォルフガンク・ゲーテ大学（経済経営学部）

パリ・ドフィヌ大学

ルーヴェンカトリック大学（経済経営学部）

エーゲ大学

Universitas Gadjah Mada (Faculty of Economics and Business)

Singapore Management University

Thammasat University (Faculty of Economics) 

Thammasat University (Thammasat Institute of Area Studies)

Thammasat University (Faculty of Political Science) 

Chiang Mai University (Faculty of Economics)

Chulalongkorn University (Faculty of Economics)

Kasetsart University (Faculty of Economics）

Kyungpook National University (College of Economics and Business Administration)

National Chengchi University (College of Social Sciences)

National Taiwan University (College of Social Sciences)

National Taiwan University (College of Liberal Arts and College of Social Sciences)

Chinese Academy of Sciences (Institute of Economics)

Renmin University of China (School of Economics)

Fudan University (School of Economics)

Fudan University (Center for Japanese Studies)

Peking University (School of Economics) 

Peking University (Guanghua School of Management)

Nankai University (School of Economics）

The University of The Philippines Los Banos

The Harvard-Yenching Institute

Cornell University (Cornell SC Johnson College of Business)
The University of Glasgow
(School of Social and Political Sciences / Adam Smith Business School)

The University of Glasgow (College of Social Sciences)

University of East Anglia (School of Economics)

Wageningen University

Jönköping University (Jönköping International Business School)

University of Barcelona

Heidelberg University (The Heidelberg Centre For Transcultural Studies)

Goethe University Frankfurt (Faculty of Economics and Business Administration) 

Université Paris-Dauphine

KU Leuven (Faculty of Economics and Business) 

Ege University

国・地域 大学名 地域

学術・学生交流協定一覧 (2021.3）

アジア

北米

中東

欧州

Dataで見る経済学研究科・経済学部
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インドネシア共和国

シンガポール共和国

タイ王国

大韓民国

台湾

中華人民共和国

フィリピン共和国

ベトナム社会主義共和国

香港特別行政区

マレーシア

アメリカ合衆国

ウルグアイ東方共和国

コロンビア共和国

ドイツ連邦共和国

フランス共和国

ベルギー王国

デンマーク王国

ルーマニア

タジキスタン共和国

エジプト・アラブ共和国

1

14

3

6

1

1

1

2

2

103

2

2

1

2

1

2

1

26

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

聴講生
3

1

1

18

6

150

3

2

1

2

4

1

1

2

2

1

1

1

1

1

合計国地域 学部 修士課程 博士課程

受入留学生数 (2020.5）

アジア

北米

中南米

欧州
NIS諸国
含む

中東

中華人民共和国

タイ王国

香港特別行政区

シンガポール

オーストラリア連邦

アメリカ合衆国

カナダ

スウェーデン王国

イタリア共和国

英国

オランダ王国

ドイツ連邦共和国

ベルギー王国

3

2

3

1

1

4

1

1

1

1

0

0

0

3

3

4

1

1

0

4

1

1

0

合計国地域 学部 修士課程 博士課程

交流協定校への派遣学生数 （2019.4～2020.3）

アジア

大洋州

北米

欧州
NIS諸国
含む

2

43

5

25

11

18

77

2

19

1

6

7

6

20（5）

15

257

2

28

5

31

10

16

76

5

23

0

2

9

9

18（6）

12

246

2016

6

31

7

32

11

20

56

8

35

0

5

8

11

13（6）

22

265

2017

0

28

6

23

7

17

59

11

45

1

4

6

7

23（9）

16

253

2018

4

28

9

40

10

19

52

4

49

0

3

6

11

25（10）

13

273

2019（年度） 2015

学部卒業者の進路状況

建設業

製造業

電気・ガス

情報通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

金融・保険業

不動産業

学術研究・専門技術

飲食・宿泊業

教育・学習支援

公務員

サービス業その他

進学

上記以外

合計

（ ）内は経済学研究科

15

2

18

9

44

13

1

17

9

40

2016

19

0

17

9

45

2017

17

0

24

6

47

2018

15

1

23

8

47

20192015

修士課程修了者の進路状況

博士後期課程進学
（他研究科・他大学含む）

官公庁

企業

その他（不明・未回答等含む）

合計

（年度）

13

1

4

1

19

8

0

1

3

12

2016

15

1

4

7

27

2017

10

1

5

8

24

2018

6

1

5

6

18

20192015

博士後期課程修了者の進路状況

大学及び研究機関

官公庁

企業

その他（不明・未回答等含む）

合計

（年度）

教員数

教授

准教授

講師

助教

合計

29

10

11

2

52

（2021.4現在、併任含む）

区分 人数

1,145

241

1,386

1,152

235

1,387

1,134

218

1,352

2018

1,125

229

1,354

2019

1,096

232

1,328

20202016 2017

在籍学生数

経済学部

大学院経済学研究科

合計

（年度）

246

40

16

264

45

27

253

47

27

2018

273

47

21

2019

250

68

29

20202016 2017

学位授与状況

学士

修士

博士

（年度）

基本情報

1919年（大正8年）5月

240名

140

24,194

1953年（昭和28年）4月

京都大学吉田キャンパス

経済学部
大学院経済学研究科

設立

入学定員数

卒業／修了所要単位数

学位授与数累計

所在地

（2020年度）

74,315

61,410

57,397

1,342

45,901

22,152

262,517

競争的外部資金受入状況
（2019年度）

科学研究費補助金

寄附金

受託研究

受託事業

民間との共同研究

機関経理補助金

合計

（千円）

0

6

13

2

6

27

科学研究費補助金採択件数
（2019年度）

基盤研究（Ａ）

基盤研究（Ｂ）

基盤研究（Ｃ）

挑戦的萌芽研究

若手研究

合計

(人）

70名

30

1,995

25名

̶

1,128

修士 博士

インドネシア共和国

シンガポール共和国

タイ王国

大韓民国

台湾

中華人民共和国

フィリピン共和国

アメリカ合衆国

英国

オランダ王国

スウェーデン王国

スペイン

ドイツ連邦共和国

フランス共和国

ベルギー王国

トルコ共和国

ガジャマダ大学（経済・経営学部）

シンガポール・マネジメント大学

タマサート大学（経済学部）

タマサート大学（地域研究研究所）

タマサート大学（政治学部）

チェンマイ大学（経済学部）

チュラロンコーン大学（経済学部）

カセサート大学（経済学部）

慶北大学校 経商大学

国立政治大学（社会科学学院）

国立台湾大学（社会科学院）

国立台湾大学（文学院/社会科学院）

中国社会科学院（経済研究所）

中国人民大学（経済学院）

復旦大学（経済学院）

復旦大学（日本研究センター）

北京大学（経済学院）

北京大学（光華管理学院）

南開大学（経済学院）

フィリピン大学 ロスバニョス校

ハーバード燕京研究所

コーネル大学
グラスゴー大学
社会科学学系（カレッジ）アダム・スミス・ビジネススクール

グラスゴー大学 社会科学学系（カレッジ）

イースト・アングリア大学（経済学部）

ワーヘニンゲン大学

ヨンショーピング大学（国際ビジネススクール）

バルセロナ大学
ハイデルベルク大学
（ハイデルベルグ トランスカルチュラル・スタディーズ・センター）

ヨハン・ヴォルフガンク・ゲーテ大学（経済経営学部）

パリ・ドフィヌ大学

ルーヴェンカトリック大学（経済経営学部）

エーゲ大学

Universitas Gadjah Mada (Faculty of Economics and Business)

Singapore Management University

Thammasat University (Faculty of Economics) 

Thammasat University (Thammasat Institute of Area Studies)

Thammasat University (Faculty of Political Science) 

Chiang Mai University (Faculty of Economics)

Chulalongkorn University (Faculty of Economics)

Kasetsart University (Faculty of Economics）

Kyungpook National University (College of Economics and Business Administration)

National Chengchi University (College of Social Sciences)

National Taiwan University (College of Social Sciences)

National Taiwan University (College of Liberal Arts and College of Social Sciences)

Chinese Academy of Sciences (Institute of Economics)

Renmin University of China (School of Economics)

Fudan University (School of Economics)

Fudan University (Center for Japanese Studies)

Peking University (School of Economics) 

Peking University (Guanghua School of Management)

Nankai University (School of Economics）

The University of The Philippines Los Banos

The Harvard-Yenching Institute

Cornell University (Cornell SC Johnson College of Business)
The University of Glasgow
(School of Social and Political Sciences / Adam Smith Business School)

The University of Glasgow (College of Social Sciences)

University of East Anglia (School of Economics)

Wageningen University

Jönköping University (Jönköping International Business School)

University of Barcelona

Heidelberg University (The Heidelberg Centre For Transcultural Studies)

Goethe University Frankfurt (Faculty of Economics and Business Administration) 

Université Paris-Dauphine

KU Leuven (Faculty of Economics and Business) 

Ege University

国・地域 大学名 地域

学術・学生交流協定一覧 (2021.3）

アジア

北米

中東

欧州

Dataで見る経済学研究科・経済学部
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財務省
経済産業省
厚生労働省
国土交通省
金融庁
財務省近畿財務局
ゴールドマン・サックス
JPモルガン証券
京都銀行
東京海上日動火災保険
日本銀行
日本政策投資銀行
日本生命保険
農林中央金庫
野村證券

関西電力
九州電力
大阪ガス
NTT西日本
ソフトバンク
日本放送協会（NHK）
EY新日本有限責任監査法人
有限責任あずさ監査法人
有限責任監査法人トーマツ
ベネッセコーポレーション
アクセンチュア
アビームコンサルティング
PwCコンサルティング
ボストン・コンサルティング・グループ
マッキンゼー・アンド・カンパニー

ベイカレント･コンサルティング
東レ
トヨタ自動車
パナソニック
オムロン
ソニー
ニトリ
日本たばこ産業（JT）
大林組
鹿島建設
三井不動産
三菱地所

●学部・大学院共通　●学部関係　●大学院関係（*東アジアコース:東アジア持続的経済発展研究コース）

学部生の主な就職先

国際協力機構（JICA)
福島県
日本政策金融公庫
三井住友銀行
Bank of China
オリックス

みずほ証券
BNPパリバ
PwCコンサルティング
KPMGコンサルティング
SMBC日興証券
野村総合研究所

デロイトトーマツグループ
みずほ総合研究所
三菱総合研究所
NTTデータ数理システム
キーエンス
リクルートコミュニケーションズ

日本アイ・ビー・エム
パナソニック
富士通
楽天
アクセンチュア
日本銀行

修士課程修了者の主な就職先

東京大学
京都大学
一橋大学
神戸大学
九州大学
福島大学

山形大学
慶応義塾大学
同志社大学
学習院大学
甲南大学
佛教大学

京都橘大学
桃山学院大学
追手門大学
松山大学
蘇州大学（中国）
北京外国語大学（中国）

国際連合食料農業機関（FAO）
文部科学省
KPMGコンサルティング
日本総合研究所
三菱総合研究所
日本生命保険

博士課程修了者の主な就職先

●前期開始（4/1）
●入学式（4/7）
●入学ガイダンス
●前期授業（4/8～7/21）
●前期科目履修登録

●博士後期課程研究計画書提出

●創立記念日（6/18） ●前期試験期間（7/22～7/28）

●修士論文提出（東アジアコース*）
●博士研究成果報告書提出
　（東アジアコース*）

●夏季休業（8/5～9/30）

●冬季休業（12/29～1/3）

●学部特色入試

●大学入学共通テスト
　（1/15･16）
●後期試験期間
　（1/25～1/31）

●修士論文提出
●博士研究成果報告書提出
●博士後期課程編入学選抜試験
●博士後期課程編入学社会人
　特別選抜
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●後期終了（3/31）

●卒業式（3/24）

●大学院学位授与式（3/23）

●学部入学者選抜試験（2/25･26）
●外国学校出身者特別選抜

●前期終了（9/30）

●修士課程入学者選抜試験
●大学院学位授与式
　（東アジアコース*）（9/24）

●後期開始（10/1）
●後期授業（10/1～1/24）
●後期科目履修登録

●入学式
　（東アジアコース*）（10/2）
●博士研究計画書提出
　（東アジアコース*）

●11月祭

野村総合研究所
みずほフィナンシャルグループ
三井住友海上火災保険
東京海上日動火災保険
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
近鉄グループホールディングス
東海旅客鉄道
西日本旅客鉄道
日本航空
三井物産
伊藤忠商事
ジョンソン・エンド・ジョンソン
住友商事
三菱商事
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