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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：時間の経過とともに様々なマクロ経済変数がどのように変動するかを、微分方
程式や差分方程式等を用いた数学モデルの構築と分析によって明らかにし、現実の経済問題
の解決策や経済政策の効果を理論的に分析するための方法を提供するのが、マクロ経済動学

（Macroeconomic Dynamics）という学問分野です。この分野を学ぶ学生や研究者は、最新の理
論的成果を踏まえながらも、抽象的な理論モデルと生々しい現実経済の間の緊張関係を常に念
頭に置きつつ、研究を進めることが必要です。

■ 生年：1954年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得満期退学 

経済学博士（中央大学）
■ 専門分野：理論経済学（特にマクロ経済動学の手法に基づく景気循環の分析）
■ 担当科目： マクロ動学Ⅰ・Ⅱ、演習Ⅰ・Ⅱ（マクロ動学）、特殊研究（理論経済学）

■ 著書・論文・特許：
　●『成長と循環のマクロ動学』（日本経済評論社、1997）。
　●Open Economy Macrodynamics （共著）, Springer, Berlin, 2003. （共著者　C. Chiarella, P. Flaschel and R. Franke）
　● “Stabilization Policy in a Keynes-Goodwin Model with Debt Accumulation”. Structural Change and Economic Dy-

namics 17, 2006.
　●Time and Space in Economics（共編著）, Springer, Tokyo, 2007. （共編者　石川利治）
　●Monetary Macrodynamics（共著）, Routledge, London, 2010. （共著者　C. Chiarella, P. Flaschel and R. Franke）
■ 学会・学外等の活動：日本経済学会、日本地域学会、経済学史学会、金融学会、進化経済学会（理事）
■ 研究内容のキーワード：マクロ動学、経済成長、景気循環
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●交換の安定原理と需要法則に関する研究（博士論文）
　●設備投資決定とマクロ経済変動の理論的考察─不確実性下の企業投資行動─（博士論文）
　●価格の硬直性と利子率フィードバック・ルールの理論的研究（博士論文）
　●最適通貨圏理論と超国家的マクロ経済政策─金融不安定性対策の観点から─（博士論文）
　●数学的景気循環モデル（修士論文）
　●非伝統的金融政策と流動性の罠（修士論文）

	あさ	 だ	 	 とう	 いち	 ろう

浅田　統一郎 教　授・経済学博士（中央大学）　

■ �メッセージ：経営学は、社会科学のなかでも実社会との結びつきが強い学問です。その意味で
理論と実践の相互作用を特に意識しながら研究を進めることが求められます。私は約15年間、
民間のコンサルタント企業で勤務した経歴をもっていますが、そこで体得した企業経営にかか
わる経験も含めて、実践的な教育、研究を行っていきたいと思います。

■ 最終学歴・学位（取得大学）： 東京大学大学院博士後期課程修了　博士（経済学）
■ 専門分野：経営学
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（経営学）、企業経済論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（経営学）

■ 著書・論文・特許：
　●「アジア新興企業のテイクオーバー型キャッチアップ戦略」京都大学経済学会　経済論叢　194(2)37-54　2020年4月
　●『あるもの探しのイノベーション戦略』共著　白桃書房　2019年10月　ISBN:978-4-561-26736-2
　●『アジアローカル企業のイノベーション能力』共著　同友館　2018年7月　ISBN:978-4-4960-5372-6
　● From product design to product, process and domain design capabilities of local tier 2 suppliers: lessons from case 

studies in Japan, Thailand and China, International Journal of Automotive Technology and Management,  17(4) 385-
408   2017年12月

　●「二次サプライヤーの能力構築と進化経路」組織学会大会論文集　6(1) 120-125　2017年8月
　●「製品ライフサイクルと価格競争に関する考察」赤門マネジメント・レビュー　15(10) 489-508　2016年10月
　●『東アジア液晶パネル産業の発展』勁草書房   2014年4月
■ 学会・学外等の活動：組織学会、Le Réseau International de l'Automobile、産業学会、三菱総合研究所客員コンサルタント
■ 研究内容のキーワード：経営学、国際経営、ものづくり経営論、新興国企業、自動車産業
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●日系自動車メーカーの新興国市場戦略
　●競争優位構築に寄与するアライアンスの研究

	あか	 ばね	 	 じゅん	

赤羽　淳 教　授・博士（経済学）（東京大学）　
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：外部労働市場と内部労働市場におけるそれぞれの問題を理論的、実証的に解明す
るのが労働経済学です。最近では、マクロ経済学やミクロ経済学、そして計量経済学だけでな
く、人的資源理論や組織心理学などの近接分野との共同研究も盛んになっています。これから
修士課程や博士課程で労働経済学を修めようとするなら、単に経済学の知識だけでなく、近接
分野の学問にも興味を持つことは大事です。もちろん労働経済学の基礎はしっかりすること
も大事です。

■ 生年：1966年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（商学）（慶應義塾大学）
■ 専門分野：労働経済学、実証経済学
■ 担当科目： リサーチ・リテラシー、リサーチ・ワークショップ、演習Ⅰ・Ⅱ（労働市場分析）、

特殊講義（リサーチ・ワークショップ）、労働市場分析Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（労働経済論）
■ 著書・論文・特許：
　● 『日本経済の構造変化と労働市場』、東洋経済新報社、2005年（第49回日経経済図書文化賞、第29回労働関係図書優秀賞受

賞）。
　●『日本企業の人事改革−人事データによる成果主義の検証』東洋経済新報社、2005年（都留康・久保克行との共著）。
　●『労働市場設計の経済分析−マッチング機能の強化に向けて』、東洋経済新報社、2005年（樋口美雄・児玉俊洋との共著）。
　●「雇用ポートフォリオの規定要因」、日本労働研究雑誌610号、労働政策研究・研修機構、2011年。
　● “Corporate Governance Structure and Employment Adjustment in Japan: An Empirical Analysis Using Corporate 

Finance Data”, Industrial Relations Vol.41（4）, Wiley-Blackwell, 2005.10.
■ 学会・学外等の活動：日本経済学会
■ 研究内容のキーワード：労働市場、人的資源管理、計量経済分析
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「景気変動と転職・継続満足度」
　●「賃金プロファイルの世代間相違と技術革新」

	 あ	 べ	 	 まさ	 ひろ

阿部　正浩 教　授・博士（商学）(慶應義塾大学 )

■ �メッセージ：グローバリゼーションの進展によって私たちの生活や企業活動は国際貿易や投
資から大きな影響を受けるようになっており、国際経済学の分野は非常に重要な研究分野と
なっています。国際経済に関わる様々な貿易政策や国内政策のあり方について、理論的な研究
をしていきたいと思います。

■ 生年：1958年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 神戸商科大学大学院博士後期課程単位取得退学
　　　　　　　　　　　　　　経済学博士（神戸商科大学）
■ 専門分野：国際経済学
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（国際貿易）、国際貿易・政策論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（国際貿易）

■ 著書・論文・特許：
　●『国際経済学』（共著）有斐閣、2012年。
　●『貿易自由化の理念と現実 （世界の中の日本経済：不確実性を超えて ８）』NTT出版、2015年。
　● “Tariff Reform in a Small Open Economy with Public Production”, International Economic Review, Vol.33, No.1,  

1992.
　● “Endogenous International Joint Ventures and the Environment”, Journal of International Economics, Vol.67, Issue 

1, 2005.（共著）
　● “Trade Liberalization and Environmental Regulation on International Transportation”, The Japanese Economic 

Review, Vol.65, No.4, 2014.（共著）
■ 学会・学外等の活動：日本国際経済学会顧問、日本経済学会
■ 研究内容のキーワード：国際貿易、貿易政策、貿易と環境
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●『不完全競争下の貿易と投資の応用分析』
　●“Essays on Resource and Globalization”
　●“Microeconomic Analysis of Fair Trade”

	 あ	 べ	 	 けん	 ぞう

阿部　顕三 教　授・経済学博士（神戸商科大学）　
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

４校

■ �メッセージ：経済統計論では、主に公的統計を対象として、経済統計の作成と利用の両面から、
その方法論理を追究していきます。近年、パーソナルデータやオープンデータに対する社会的
な関心が高まっていますが、これらは、経済統計の作成と利用に関する方法的な展開を模索す
る上でも注目すべき動きであると言えます。こうした現代的な課題も取り上げながら、社会経
済における統計の作成・利用のあり方を具体的に議論していきたいと思っています。

■ 生年：1974年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：九州大学大学院経済学府博士後期課程単位修得退学
　　　　　　　　　　　　　　博士（経済学）（九州大学）
■ 専門分野：経済統計学
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（経済統計論）、経済統計論Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　● “Comparative Study of the Effectiveness of Perturbative Methods for Creating Official Microdata in Japan”Josep 

Domingo-Ferrer and Francisco Montes (eds.) Privacy in Statistical Databases：UNESCO Chair in Data Privacy.
International Conference, PSD 2018, Valencia, Spain, September 26-28, 2018, Proceedings (Lecture Notes in 
Computer Science), Springer, pp. 200-214, 2018 (with Toru Yoshitake, Ryo Kikuchi, and Fumika Akutsu)

　● 「公的統計ミクロデータの利活用における匿名化措置のあり方について」『日本統計学会誌』第47巻第2号、77 〜 101頁、2018年
　●  「デンマークとオランダにおける医療健康データの二次利用について」『日本統計学会誌』第50巻第1号、109 〜 138頁、2020年
　● “The Relationship between Household Assets and Choice to Work: Evidence from Japanese Official Microdata”, 

Imaizumi, T., Okada, A., Miyamoto, S., Sakaori, F., Yamamoto, Y., Vichi, M. (eds), Advanced Studies in Classification 
and Data Science, Springer, pp. 445-458, 2020 (with Takahisa Dejima)

　● “Differential Privacy and Its Applicability for Official Statistics in Japan─A Comparative Study Using Small Area 
Data from the Japanese Population Census”, Josep Domingo-Ferrer and Krishnamurty Muralidhar (eds.) Privacy 
in Statistical Databases: UNESCO Chair in Data Privacy, International Conference, PSD 2020, Tarragona, Spain, 
September 23-25, 2020, Proceedings (Lecture Notes in Computer Science), Springer, pp.337-352 (with Takayuki 
Miura, Hiroto Akatsuka, Masayuki Terada)

■ �学会・学外等の活動：日本統計学会、経済統計学会、日本経済学会、国際統計協会（International Statistical Institute）、
日本応用経済学会

■ 研究内容のキーワード：政府統計ミクロデータ、パーソナルデータ、匿名化措置、統計法制度、ミクロシミュレーション

	 い	 とう	 	 しん	 すけ

伊藤　伸介 教　授・博士（経済学）（九州大学）　

■ �メッセージ：住宅金融、農業金融、中小企業金融、あるいは貿易･国際投資金融など市場原理
だけでは成立しえない領域では、何らかの形で公的部門が介入し、公的金融活動、あるいは独
自の規制政策が展開されています。また郵貯・簡保・公的年金基金のような金融機関や、国債
管理政策もこのような領域に該当します。コロナ危機下でも中央銀行の信用供与と結びつい
た公的金融が高度な展開を見ています。現在の財政金融システムにおいて、公的金融は単なる
解体の対象ではなく、形を変えて独自の役割を果たしています。このような財政学と金融論の
境界領域において学際的で国際比較を通じたアプローチが重要性を増しています。関心をお
持ちの方々は遠慮なく、ご連絡、ご相談ください。

■ 生年：1953年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：経済学博士（東京大学）、商学修士（中央大学）

■ 専門分野：比較金融システム論、公的金融システム、財政金融政策論、アメリカ経済論
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（公的金融システム論）、公的金融システム論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（財政金融政策）
■ 著書・論文・特許：
　●「コロナ禍下のアメリカ経済:現状と展望」公益財団法人『国際問題』、2020年11月。
　●「日米の住宅ローン媒介産業と産業組織:ローン媒介規制とその展望:総論篇」『経済学論纂』第58巻5・6合併号、2018年3月。
　●『コーポレートガバナンスの社会的視座』（福光寛、王東明と共編著）日本経済評論社、2002年。
　●『現代アメリカの住宅金融システム』東京大学出版会、2002年。
　●『日米金融規制の再検討』（渋谷博史、北條裕雄と共編著）日本経済評論社、1995年。
■ 学会・学外等の活動：日本金融学会、日本不動産学会、東アジア経済経営学会、各学会会員
■ 研究内容のキーワード：比較金融システム、住宅ローン、ローン媒介、金融媒介サービス、金融規制政策
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●公的金融システムの国際比較
　●シャドーバンキング
　●金融危機管理

	 い	 むら	 	 しん	 や

井村　進哉 教　授・経済学博士（東京大学）　
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：社会政策では、次々に発生する社会問題を、雇用・労働・社会保障といった観点
から構造的に読み解き、社会としてどのように対処していけばよいのかについて取り組んでい
きます。そのために、政労使それぞれが取り組んでいる課題について、実態に即した調査･分
析を行うための専門的な知識が求められます。皆さんの興味関心が実り多き研究成果へと成
長するよう、一緒に学びを深めていきましょう。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（九州大学）
■ 専門分野：社会政策、人事労務管理、労使関係論
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（社会政策論）、社会政策論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（社会政策）

■ 著書・論文・特許：
　● 日本における女性労働者の働き方に関する試論（経営論集 明治大学経営学研究所 第66号 第2号 2019年）
　● 「非公式折衝」レベルからみたC社労使間の合意形成のあり方に関する一考察（経営学論纂 中央大学 第59巻 第5・6合併

号 2019年）
　● 日本企業に成果主義賃金が与えた影響に関する一考察（社会政策 2015/3）
　● 「労使協議を通じた労使関係の構築─組合の「翻訳」機能に関する一考察─」『現場力の再構築ヘ─発言と効率の視点か

ら─』（禹宗 ・連合総研編著）、日本経済評論杜、2014年。
　● ｢労使協議を通じた労使関係の構築─組合員の現場力形成を通じた交渉力の維持･向上─」『現場力の再構築ヘ─発言

と効率の視点から─』（禹宗 ・連合総研編著）、日本経済評論社、2014年。
　● 「外資系企業日本法人にみる「仕事」基準賃金─A社における1950年代末〜 1990年代の賃金制度の変遷を手がかりに」『賃

金・人事制度改革の軌跡』（岩崎馨・田口和雄編著）、ミネルヴァ書房、2012年。
■ �学会・学外等の活動：社会政策学会、日本労務学会、労務理論学会
■ 研究内容のキーワード：人事・賃金制度、賃金論、人事労務管理、日本的経営、労使コミュニケーション

	おに	 まる	 	 とも	 こ

鬼丸　朋子 教　授・博士（経済学）（九州大学）

■ �メッセージ：交通政策論は、ミクロ経済学の知見に基づいて交通分野を定量的に分析し、その
政策を提案する応用経済学分野の一種です。講義・演習では、経済学からみると交通と特徴が
類似している公益事業も分析対象とします。現在、交通分野では日進月歩で技術革新がおこり、
事業間の境目も無くなってきているなか、従前の課題に加えて新たな課題も生じています。交
通分野の課題を定量的に分析したい方は一緒に研究しましょう。

■ 生年：1975年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得退学
　　　　　　　　　　　　　　博士（商学）（慶應義塾大学）
■ 専門分野：交通経済学、公益事業論
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（交通政策論）、交通政策論Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　● 『道路政策の経済分析─交通サービスの費用負担と市場メカニズム─』（単著）、同文舘出版、2015年。
　●『現代交通問題考』（共編著）、成山堂書店、2015年。
　●『総合研究 日本のタクシー産業:現状と変革に向けての分析』（共編著）、慶應義塾大学出版会、2017年。
　●『経済学で読み解く交通・公共政策』（共編著）、中央経済社、2018年。
　●『交通政策入門』（共編著）、第2版、同文舘出版、2018年。
■ �学会・学外等の活動： 日本交通学会、公益事業学会、日本経済学会、日本経済政策学会、The International Association of 

Maritime Economists
■ 研究内容のキーワード：交通・公益事業における規制政策、社会資本の費用負担問題、インバウンド観光客

	 ご	 とう	 	 たか	 お

後藤　孝夫 教　授・博士（商学）（慶應義塾大学）
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6

専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：文字通り、データに語らせ、データから読み解く統計力が切実に要求される時代
となりました。そこでは通り一遍の定型の解析ではなく、データの質とともに解析の質が厳し
く問われています。そのキーとなる統計手法や原理に興味を抱いてもらえる授業を展開でき
ればと考えています。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：九州大学大学院経済学研究科博士前期課程修了
■ 専門分野：統計学
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（統計解析論）、統計解析論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（統計解析論）

■ 著書・論文・特許：
　●「個票データと統計利用」『統計学』第90号、2006年。
　● 「景気動向調査─“Business Tendency Surveys”（OECD）─の方法と性格について」『熊本学園大学経済論集』第15巻 

第3・4合併号、2009年。
　● 「世帯員間同時分布モデルと生活時間分析の方法」（共著）『法政大学日本統計研究所報』第39号、2010年。
　●「標本調査データからの地域母数の推定─直接推定と間接推定─」『中央大学経済研究所年報』第41号、2010年。
■ 学会・学外等の活動：経済統計学会、日本統計学会、日本行動計量学会、社会政策学会
■ 研究内容のキーワード：ミクロデータ、統計調査法、ベイズ統計、空間統計
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ビジネス・サーベイ・データの利用と企業行動の統計的解析─ミクロ分析モデルと解析手法を中心として─
　●生活時間データによる時空間共有行動の統計的解析─社会生活基本調査ミクロデータを利用して─
　●ローレンツ曲線の形成過程と分配の指標としての特徴─マックス　O．ローレンツとその先行研究に関する考察─

	さか	 た	 	 ゆき	 しげ

坂田　幸繁 教　授　

■ �メッセージ：マルクス経済学の立場から、現代資本主義をどう捉えればよいのかということを
考えています。とくに1970年代以降の長期の低成長とりわけ実体経済での投資停滞と、その下
で進む利潤率の回復・上昇という現象に、現代資本主義の矛盾が現れていると考え、理論的・
実証的に研究しています。しかし研究は悩みの連続です。研究者としての喜びが僅かでも得
られるよう、研究の苦しみに耐えられる力を、皆さんと共に養っていきたいと思います。

■ 生年：1972年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（中央大学）
■ 専門分野：経済理論
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（現代資本蓄積論）、現代資本蓄積論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（理論経済学）

■ 著書・論文・特許：
　●「"生産性の低迷"とは何を意味するのか：日本資本主義の長期停滞」『経済』新日本出版社、288号、2019年9月号。
　● “Japan’s ‘Lost’ Two Decades : A Marxist Analysis of Prolonged Capitalist Stagnation,”in World in Crisis : Marxist 

Perspectives on Crash & Crisis, ed. by Carchedi, Guglielmo and Michael Roberts, Haymarket Books, 2018.
　●「現代資本主義の長期停滞とサービス経済化」『中央大学経済研究所年報』第50号、2018年。
　● “Marxist Economics: On Freeman’s New Approach to Calculating the Rate of Profit,”Journal of Australian 

Political Economy, No. 75（Winter 2015）.
　● “The Evolution of Service Economics as Part of the Theory of Contemporary Capitalism,”International Critical 

Thought, Vol.2, No.1 (Mar. 2012).
■ 学会・学外等の活動：経済理論学会、経済統計学会、経済学史学会
■ 研究内容のキーワード：現代資本主義、独占資本主義、サービス経済、利潤率の計測、産業連関

	 さ	 とう	 	 	たく	 や

佐藤　拓也 教　授・博士（経済学）（中央大学）

001-020_2021経済学C（ア�レスなし）.indd   6001-020_2021経済学C（ア�レスなし）.indd   6 2021/03/01   11:172021/03/01   11:17



7CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ メッセージ：講義は、財政学（特に租税論）に関する基礎理論の習得を目標とします。資料を読
む際は、ロジックを丹念にフォローし理解するよう指導します。演習では、理論、実証、制度（国
際比較を含む）の多面的角度から財政問題を研究し、学位論文を作成できるよう指導したいと
考えています。税理士試験の税法免除を志望する院生の指導も可能です。免除の実績があり
ます。修了生の複数名が４大税理士法人（BIG4）に就職しています。

■ 生年：1957年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：�早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得、博士（経

済学）（中央大学）
■ 専門分野：財政学、租税論
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（租税論）、租税論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（財政学）

■ 著書・論文・特許：
　●『住宅税制論』（単著）中央大学出版部、2009年。
　●『証券税制改革の論点』（分担執筆）、㈶日本証券経済研究所、2012年。
　●『金融税制と租税体系』（分担執筆）、㈶日本証券経済研究所、2014年。
　●『リスクと税制』（分担執筆）、㈶日本証券経済研究所、2016年。
　●『テキストブック租税論』（編著）、創成社、2020年。
■ 学会・学外等の活動：日本財政学会、日本地方財政学会
■ 研究内容のキーワード：租税政策の実証分析、先進国の税制改革、土地・住宅問題、地方財政
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●所得税における課税最低限のあり方に関する一考察
　●福利厚生費の損金不算入に関する考察
　●地方交付税の財源保障機能に関する一考察

	しの	 はら	 	 まさ	 ひろ

篠原　正博 教　授・博士（経済学）（中央大学）

■ �メッセージ：我々にとって貨幣が富であることは常識ですが、貨幣は流通と分業の体制があっ
て初めて富として機能するものであり、またマルクスは貨幣の商品に対する支配力を「物神性」
として分析し、貨幣の支配力を反省規定として解明しました。資本主義的生産様式の本質はこ
の抽象的な富の歴史的・哲学的分析なしには把握することができません。このような歴史的
視点の効用を実感できるように、常識と格闘しながら研究を深めましょう。

■ 生年：1964年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京大学経済学研究科第二種博士課程単位取得退学
　　　　　　　　　　　　　　経済学博士（東京大学）
■ 担当科目：ヨーロッパ経済史Ⅰ・Ⅱ、演習Ⅰ・Ⅱ（ヨーロッパ経済史）、特殊研究（西洋経済史）

■ 著書・論文・特許：
　●Fundamental knowledge for understanding Marx's dialectic.　中央大学『経済学論纂』第61巻第1号、2020年。
　●Fundamental knowledge for understanding Marx's dialectic. Part 2.　中央大学『経済学論纂』第61巻第3・4号、2020年。
　●Money and Class: A Reexamination of the Class Struggle in Marx．中央大学『経済学論纂』第53巻第2号、2013年。
　● 「ドイツにおける外国人移民の社会統合─ドイツ・イスラム会議を中心に─」中央大学経済研究所編『日本経済の再生

と新たな国際関係』中央大学出版部、2016年。
　●『新西洋経済史講義─史的唯物論入門』第2版、学文社、2020年。
■ 学会・学外等の活動：社会経済史学会、政治経済学・経済史学会、史学会
■ 研究内容のキーワード：弁証法、史的唯物論、資本主義的生産様式、外国人労働者、ドイツ
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●古典派経済学における賃金論の展開―リカードウ賃金論を中心として
　●日本経済史の中のデジタルゲーム
　●明治期における問屋の意義─中小生産者向け金融としての問屋
 

	しば	 た	 	 ひで	 き

柴田　英樹 教　授・経済学博士（東京大学）　
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8

専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：修士論文のテーマ選定については、適宜助言をいたしますが、基本的には各人の
興味と自主性を尊重します。自分の好きなテーマならば、資料収集や文献読了の努力や苦労も、
楽しみの一つになるはずです。修士1年目はやや広く浅く勉強しつつ、1年目の冬までにテーマ
を確定すればよいでしょう。

■ 生年：1954年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：京都大学博士（経済学）
■ 専門分野：財政学
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（財政学）、財政学Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（財政学）

■ 著書・論文・特許：
　●『現代ドイツ地方税改革論』日本経済評論社、2005年。
　●『日本農村の財政学』高菅出版、2007年。
　●『現代ドイツ税制改革論』税務経理協会、2014年。
　●『福祉国家の財政と所得再分配』高菅出版、2015年。
　●『財政学』税務経理協会、2016年。
■ 学会・学外等の活動：日本財政学会、日本地方財政学会
■ 研究内容のキーワード：日本財政、ドイツ財政、所得税、福祉国家、税制改革
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●現代日本の所得税収の分析
　●法人税の租税特別措置と法人負担に関する一考察
　●EU拡大とEU財政の変化

	せき	 の	 	 みつ	 お

関野　満夫 教　授・京都大学博士（経済学）　

■ �メッセージ：20世紀の後半以降、経済学は多様に展開して学際的な裾野を広げ、その射程はま
すます大きくなっています。ゲーム理論、メカニズム・デザイン論、行動経済学、実験経済学
などを中心にして、経済学が社会のなかでどのような役割を果たしつつあるのかについて、問
題意識を広げていきたいと思います。

■ 生年：1960年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：東京大学大学院経済学研究科第二種博士課程単位取得退学
■ 専門分野：ゲーム理論、実験経済学、比較制度分析、社会科学の哲学
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（経済政策）、経済政策Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（経済政策）

■ 著書・論文・特許：
　● 『現代経済学 ゲーム理論・行動経済学・制度論』、中公新書、2018年。
　●『経済政策論：日本と世界が直面する諸課題』（共著）、慶應大学出版会、2016年。
　●Diversity of Experimental Methods in Economics (co-ed. with Toshiji Kawagoe), Springer (2019).
　● “The Skipping-down Strategy and Stability in School Choice Problems with Affirmative Action: Theory and 

Experiment,”(with Toshiji Kawagoe, Taisuke Matsubae), Games and Economic Behavior, Vol.109, pp.212-239 (2018).
　● “Level-k Analysis of Experimental Centipede Games: A Comparative Study,”(with Toshiji Kawagoe), Journal of 

Economic Behavior and Organization, Vol.82, pp.548-566 (2012).
　● “Equilibrium Refinement vs. Level-k Analysis: An Experimental Study of Cheap-talk Games with Private 

Information,”(with Toshiji Kawagoe), Games and Economic Behavior, Vol. 66, pp. 238-255 (2009).
■ �学会・学外等の活動：日本経済学会、日本経済政策学会、進化経済学会、公共選択学会、不識塾
■ 研究内容のキーワード：ゲーム理論、実験、行動モデル、人間観
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●安定的マッチング・メカニズムの理論的考察と学校選択市場への応用
�

			たき　ざわ	 	 ひろ	 かず

瀧澤　弘和 教　授　
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9CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：英語や中国語の資料・文献を通じて経済問題・経済政策の動向を客観的に把握
することを目指している。この分野で最も重要なことは希望的観測や自己流の憶測でなく、客
観的なデータや資料を使って、事実をして語らしめることだと考えている。

■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：早稲田大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学
　　　　　　　　　　　　　　博士（経済学）（中央大学）
■ 専門分野：経済政策、公共経済学、ネットワーク経済論、中国経済論
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（経済政策）、経済政策Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（経済政策）

■ 著書・論文・特許：
　●「中国の対外経済関係に関する考察」（高鶴氏との共著）『経済学論纂』2020年1月。
　●「日本はキャッシュレス後進国か？」（高鶴氏との共著）『経済学論纂』2020年3月。
　●「日本における電子政府の現状と課題」（高鶴氏との共著）『経済学論纂』2020年7月。
　●「米国による対イラン経済制裁の経済的影響」吉見大洋編『トランプ時代の世界経済』中央大学出版部、2020年11月。
　● 「一帯一路構想は『債務のわな』か」谷口洋志編『中国政治経済の構造的転換Ⅱ』中央大学出版部、2020年12月。
　● 「感染症対策と経済対策の両立についての考察」『経済学研究』（愛知学院大学）2020年12月。
■ 学会・学外等の活動：
　日本経済政策学会常務理事、日本計画行政学会評議員、異文化経営学会理事、政策研究フォーラム常務理事
■ 研究内容のキーワード：電子商取引、資源・エネルギー政策、経済政策、中国の所得分配と制度改革
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●『中国における茶産業の産業組織と成果の分析』
　●『デジタル経済における企業行動の分析』
　●『中国対外直接投資についての決定要因分析』
 

	たに	 ぐち	 	 よう	 じ

谷口　洋志 教　授・博士（経済学）（中央大学）　

■ �メッセージ：私の研究テーマですが、1つ目は「企業会計の経済学的考察」です。なかでも、ゲー
ム理論の考え方を企業会計に適用できないかと、模索してきました。2つ目は「企業会計の力学
的考察」です。最近は2つ目の研究にウエイトを置いています。なお、大学院での研究指導にあ
たっては、私個人の関心を学生に押しつけるのではなく、会計に関するテーマであれば柔軟に
対応したいと思います。

■ 生年：1965年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程中退
■ 専門分野：会計学
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（企業会計論）、企業会計論Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　●『ゲーム理論で考える企業会計 ─会計操作・会計規制・会計制度─』、中央経済社、2011年。
　●『わが国における会計と税務の関係』、清文社、2006年。
　●『会計学の手法 ─実証・分析・実験によるアプローチ─（第2版）』（共著）、中央経済社、2021年。
　●『イントロダクション国際会計』（共著）、同文舘、2000年。
　●『イントロダクション財務会計（3訂版）』（共著）、同文舘、2002年。
■ 学会・学外等の活動：日本会計研究学会、日本簿記学会、税務会計研究学会、日本監査研究学会
■ 研究内容のキーワード：財務会計、制度会計
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●日中企業課税についての比較研究 ─会計的考察を中心に─
　●中国企業における内部統制の一考察 ─国有企業を中心に─

	 た	 むら	 	 たけ	 ふみ

田村　威文 教　授　
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10

専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

４校

■ �メッセージ：ファイナンス・金融論は、近年、学際的側面を増してきていますが、元来、経済
学を基礎に発展してきた学術的な研究領域です。他方、実務・実践とも密接な関わりを持つ学
問分野でもあります。授業及び演習では、複数のトピックスをとりあげ、実証研究への洞察を
深めていきます。一般に実証研究は多大な労力と時間を要し、分析結果からアプローチの再考・
修正が必要となることも少なくありません。ゆえに、論文執筆には綿密且つ精緻な計画性と分
析から考察までを粘り強く完遂する相当な忍耐力が必要です。また理論モデルと分析モデル
の厳密な理解も実証には必須です。そのような多次元の資質を同時に持ち合わせ、自らの主体
的な継続努力が可能な方は挑戦してみて下さい。ただ、私のところで金融関係を専門的に学び
たい方は、最低限、学部中級レベルの内容はマスターしてきてほしいと思います。興味のある
方は事前に下記アドレスへコンタクトして下さい。

■ 生年：1968年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（大阪大学）
■ 専門分野：ファイナンス・金融論

■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（金融論）、金融論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（金融論）
■ 著書・論文・特許：
　● “Correlation and spillover effects between the US and international banking sectors: New evidence and 

implications for risk management,”International Review of Financial Analysis, 70, 101392, 2020.
　● “New evidence on dynamic interactions between biofuel crops, crude oil, and US and European equities─A 

quinquevariate approach,”Fuel, 277, 117765, 2020.
　● “New DCC analyses of return transmission, volatility spillovers, and optimal hedging among oil futures and oil 

equities in oil-producing countries,”Applied Energy, 229, 1202-1217, 2018.　
　● “Return transmission and asymmetric volatility spillovers between oil futures and oil equities : New DCC-

MEGARCH analyses,”Economic Modelling, 74, 167-185, 2018.
　●“Positive return premia in Japan”, Quantitative Finance, 12, 345-367, 2012.
　●“Do industries contain predictive information for the Fama-French factors?”, Quantitative Finance, 12, 969-991, 2012.
　●“The credit-spread puzzle”, Journal of International Money and Finance, 24, 1073-1089, 2005.
■ �学会・学外等の活動：日本経済学会、日本ファイナンス学会、行動経済学会、日本経営財務研究学会、日本金融・証券計量・

工学学会
■ �研究内容のキーワード：アセット・プライシング、インベストメント、コーポレート・ファイナンス、行動ファイナンス、

フィナンシャル・リスク・マネジメント

	つじ	 	 ちか	 し

辻　爾志 教　授・博士（経済学）　（大阪大学）

■ �メッセージ：中国経済における家計・企業・銀行の金融行動に着目し、それぞれの特徴と近年
の変化を考察し、なぜそうした行動がとられたのかを研究しています。近年、中国の「双循環
戦略」（Dual Circulation Strategy）について関心が高まっているが、家計の動向が鍵を握る。
2010年代以降の中国人がどのような家計行動をしてきたかを、消費と貯蓄の動向、金融行動、
格差・貧困など多岐にわたる研究を今後進めていきたい。それに合わせて、日中経済に関する
比較研究も試みていきたい。ご感心を持つ大学院生の皆さん、ぜひご一緒に研究しましょう。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（筑波大学）
■ 専門分野：金融論、中国経済論
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（東南アジア経済論）、東南アジア経済論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（国際経済論）

■ 著書・論文・特許：
　●「中国産業における資金配分と銀行貸出」（第4章）『中国政治経済の構造的転換Ⅱ』中央大学出版部、2020年。
　● 「中国経済における部門別ISバランスの変化」（第9章）『トランプ時代の世界経済』中央大学出版部、2020年。
　● 「中国における家計の資産選択行動─山西省の事例を中心に─」『アジア経済』第59巻1号、2018年。
■ 学会・学外等の活動：アジア政経学会理事（2019/06−現在）、アジア政経学会『アジア研究』編集委員（2017/06−現在）
■ 研究内容のキーワード：中国、家計経済、金融
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「中国における家計の負債行動の決定要因」
　●「中国中小微企業と銀行の取引関係─CMESデータに基づいて研究─」
　●「中国における商業銀行貸出と地域の経済成長」

	とう	 	 	 	 せい

唐　　　成 教　授・博士（経済学）（筑波大学）　
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11CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：できるだけ多くのことに興味を持ち、なぜそうなっているのか、制度であれば何
を目的としてきたのか、どう機能しているのかをじっくりと考えて下さい。

■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：京都大学博士（経済学）
■ 専門分野：産業組織論
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（産業組織論）、産業組織論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（産業組織論）

■ 著書・論文・特許：
　●“Industrial Efficiency in Six Nations” , MIT Press, 1992（共著） 。
　●『日本産業の経営効率』NTT出版、2001年。
　●『ネットワーク・メディアの経済学』慶應義塾大学出版会、2014年（共著） 。
　●『情報通信の規則と競争政策』白桃書房、2014（共編著） 。
■ 学会・学外等の活動：日本経済学会、日本経済政策学会、公益事業学会、日本商業学会
■ 研究内容のキーワード：経営効率、技術効率、卸流通、電気通信産業、エネルギー産業
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●放送産業の経済分析─需要面・供給面からの実証的アプローチ─
　●電力会社の市場支配力が排出権取引に与える影響

	とり	 い	 	 あき	 お

鳥居　昭夫 教　授・京都大学博士（経済学）　

■ �メッセージ：固定観念や既成の概念に囚われずに、物事を多面的に見る目を養うとともに、「広
く深く」を信条に、なるべく広い視野をもって研究対象を探究してもらえるよう、研究指導に
努めたいと思います。学生の持つ興味関心を最大限に尊重し、それを活かして積極的に研究対
象の分析、研究を進めてもらうことを期待し、そのための研究指導と研究環境作りを心がけて
います。

■ 生年：1955年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：経済学博士（愛知大学）
■ 専門分野：経済理論
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（経済システム論）、経済システム論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（理論経済学）

■ 著書・論文・特許：
　● 「グローバル資本主義と地域経済」『グローバリゼーションと日本資本主義』鳥居伸好・佐藤拓也編、中央大学出版部、

2012年。
　●「『資本論』体系における価値理論の展開」『商学論集』（中央大学）第54巻3・4号、2012年。
　●「現代資本主義における資本蓄積と経済格差」『グローバル資本主義の構造』一井昭編、中央大学出版部、2010年。
　●「資本主義的蓄積の一般的法則と現代社会」『《学説史》から始める経済学』大村泉他編、八朔社、2009年。
　●「資本蓄積と90年代雇用情勢およびその変化」『現代資本主義』一井昭・鳥居伸好編、中央大学出版部、2007年。
■ 学会・学外等の活動：経済理論学会、経済学史学会、政治経済・経済史学会、東アジア経済経営学会、経済教育学会
■ 研究内容のキーワード：資本蓄積、経済格差、『資本論』研究、マルクス価値理論、現代資本主義論
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●「東アジア通貨金融協力と中国」
　●「地域内循環型経済システムについて」
　●「アマルティア・センのケイパビリティアプローチについて」

	とり	 い	 	 のぶ	 よし

鳥居　伸好 教　授・経済学博士（愛知大学）　
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：私の研究対象はJ・J・ルソーの社会思想・政治思想、フランス革命、ジェンダー
論です。皆さんとは、演習では、格差の問題に正面から取り組んだ18世紀のルソー『人間不平
等起原論』と21世紀のトマ・ピケティ『21世紀の資本』を輪読し、拡大する経済格差とその是正
について考えます。講義では、ジェンダー視点から社会思想史、政治経済学を学びます。

■ 生年：1957年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（政治学）（中央大学）
■ 専門分野：社会思想史・政治思想史
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（社会思想史）、社会思想史Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　● 『ルソーにおける正義と歴史─ユートピアなき永久民主主義革命論』（単著）中央大学出版部、2001年。
　●『ルソーと現代政治─正義・民意・ジェンダー・権力』（単著）ヒルトップ出版、2012年。
　●『暴力・国家・ジェンダー』（中央大学社会科学研究所研究叢書39号）（共著）中央大学出版部、2019年。
　●『地球社会の複合的諸問題への応答の試み』（中央大学学術シンポジウム研究叢書12号）（編著）中央大学出版部、2020年。
　●『ジェンダー・暴力・権力─水平関係から水平・垂直関係へ』（編著）晃洋書房、2020年。
■ 学会・学外等の活動：社会思想史学会、政治思想学会、日本政治学会、日本18世紀学会、日仏女性研究学会
■ 研究内容のキーワード：社会思想史、政治思想史、政治経済学、ジェンダー論

	なる	 こ	 	 ひろ	 こ

鳴子　博子 教　授・博士（政治学）（中央大学）　

■ �メッセージ：経済学はとても分析対象が広い分析ツールです。人々の行動に興味を持って、そ
の行動をモデルに落とし込み、論理的に、科学的に分析して、複雑な社会問題を解決しようと
する情熱を持つ学生を歓迎します。具体的な研究プロジェクトに参加するなど、私を含む研究
者との共同研究を通じて、理論・実証両面での研究力を身に着けることを意識した研究指導を
したいと考えています。

■ 生年：1970年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 博士（商学）（慶應義塾大学）、Master of Arts in Statistics（Yale 

University）
■ 専門分野：公共経済学
■ �担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（公共経済学）、公共経済学Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（公共経済学）

■ 著書・論文・特許： 
　●「スマートフォンゲームのオンラインマルチプレイは課金を促すか？」『情報通信学会誌』37(1), pp. 25-36 (2019) 
　●『OTT産業をめぐる政策分析』勁草書房(2018)（共編著）
　●『通信事業者選択の経済分析─スイッチングコストからのアプローチ─』勁草書房(2016) 
　● “Mobile and fixed broadband access services substitution in Japan considering new broadband features.”

Telecommunications Policy, 39, pp.140-154 (2015)
　● “Retaining telecommunication services when universal service is defined by functionality: Japanese consumers’ 

willingness-to-pay.”Telecommunications Policy, 37, pp.662-672 (2013)
■ 学会・学外等の活動：日本経済学会、情報通信学会、公益事業学会（理事）、日本交通学会（評議員）、国際交通安全学会
■ 研究内容のキーワード：公共経済学、規制・競争政策、ICT（情報通信）産業、交通・運輸産業、計量経済分析
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●『交通事故と交通取締の関係から見る交通安全対策への評価』
　●『ユニバーサルサービスにおける地方分権化への課題』
　●『日本のインフラ産業に関するTFPの計測』

	なか	 むら	 	 あき	 ひろ

中村　彰宏 教　授・博士（商学）（慶應義塾大学）・Master	of	Arts	in	Statistics	(Yale	University)
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13CHUO UNIVERSITY

※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：経済理論や政策論を真に理解するには、まずもってそれらをつく上げた人物の社
会ヴィジョンや政治・経済観を十分に知らねばなりません。J.M.ケインズは、思想史研究を「人
類解放のための予備的作業」と位置づけましたが、偉大な人物たちの社会ヴィジョンや政治・
経済観を分析対象とする社会思想史は、まさに経済学研究のための「予備的作業」だと思いま
す。熱意ある大学院生に、この社会思想史を学んで欲しいと思います。

■ 生年：1967年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（中央大学）
■ 専門分野：社会経済学、社会哲学、社会思想史
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（社会思想史）、社会思想史Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（社会思想史）

■ 著書・論文・特許：
　●  “Equalisation and civic duty in Keynesian social democracy”, International Journal of Social Economics, Vol. 43, Iss. 9, 

pp. 931-942, (2016).
　● 「C.A.R.クロスランドの資本主義体制に関する分析─ケインズ主義的社会民主主義の前提─」『功利主義と政策思想の

展開』、（音無通宏編）、中央大学出版部、2011年。
　●「ホブソン─異端の経済思想─」『福祉の経済思想家たち（増補改訂版）』（小峯敦編）、ナカニシヤ出版、2010年。
　● 「古典的自由主義の修正と資本主義分析─グリーンとホブソン─」『市場社会とは何か─ヴィジョンとデザイン─』（平

井俊顕編）、上智大学出版・ぎょうせい、2007年。
　●「J.A.ホブソンの新自由主義と過少消費税」『経済学史学会年報』、第40号、2001年。
■ 学会・学外等の活動：社会思想史学会、経済学史学会。
■ 研究内容のキーワード： イギリス労働党の社会・経済政策思想、ケインズ主義的社会民主主義、修正自由主義思想史、  

福祉国家論史、社会的権利思想の形成と展開。
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ジョン・ロールズの家族制度と女性についての見解

	はっ	 た	 	 こう	 じ

八田　幸二 教　授・博士（経済学）（中央大学）　

■ �メッセージ：社会科学系の大学院生にとって第一に重要なことは、社会経済問題への広い関
心、問題意識です。これは、社会経済における諸問題を構造的に分析する能力を身につけて、
自身の研究論文を創り上げる原動力でしょう。研究テーマを絞り込み、専門性を積み上げ、研
究を進めて行く大学院生との交流からは、多くのインスピレーションをもらうことができ非常
に有意義です。それに応えるように私も努めたいと思います。

■ 生年：1956年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（法政大学）
■ 専門分野：経済統計学
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（構造統計分析）、構造統計分析Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（統計学）

■ 著書・論文・特許：
　●『経済分析と統計利用』（単著）梓出版社、2000年。
　●『現代の労働・生活と統計（統計と社会経済分析　第Ⅳ巻）』（共著）北海道大学図書刊行会、2000年。
　●「社会科学としての統計学における概念規定をめぐって」『2018社会情報学会報告論文』、2018年。
　● 「調査論に関する参考資料（1）〜（8）」『経済学論纂』53巻3・4号、54巻5・6号、55巻2号、56巻5・6号、57巻1・2号、60巻2号、

61巻2号、『青山経済論集』69巻3号、2013年〜 2020年。
　● 「社会統計学に関する参考資料」『北海学園大学経済論集』65巻4号、2018年。
■ 学会・学外等の活動：経済統計学会理事、日本統計学会、社会情報学会、労働社会学会 等
■ 研究内容のキーワード：統計方法、統計学体系
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●ローレンツ曲線の形成過程と分配の指標としての特徴
　●経営実務における統計の生産と利用について─経営統計学の体系をめぐって─

	 は	 が	 	 ひろし

芳賀　寛 教　授・博士（経済学）（法政大学）　
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：経済学説史では、これまでの経済学の成立の背景、基本的な理論構造、その後の
経済学への影響などを学ぶことをつうじて、経済政策の基礎にある現在の経済学のあり方を相
対化し、よりよい経済社会を模索してゆきます。歴史そのものに関心がある学生だけでなく、
現在を歴史的にとらえてみようとする学生も、一緒に経済学説史を学んでみませんか。

■ 最終学歴・学位（取得大学）：中央大学大学院経済学研究科経済学専攻　経済学博士（中央大学）
■ 専門分野：経済学説史（マルサスとリカードウを中心に）
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（経済学説史）、経済学史概論、経済学説史Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　● 「マルサスの救貧思想─一時的救済の原理と実際的根拠─」『経済思想のなかの貧困・福祉：近現代の日英における「経

世済民」論』（小峯敦編）ミネルヴァ書房、2011年。
　● 「リチャード・ジョーンズの地代論─一国の租税支払い能力の視点から─」『経済学の分岐と総合』（益永淳編）中央大

学出版部、2017年。
　● “Foreign Trade, Profits, and Growth: A Comparative Study of Ricardo and Malthus”, in Ricardo and International 

Trade, eds. by S. Senga, T. Tabuchi, and M.Fujimoto, London: Routledge.
■ 学会・学外等の活動： 経済学史学会、マルサス学会、日本財政学会、The European Society for the History of Economic 

Thought
■ 研究内容のキーワード：イギリス古典派経済学、トマス・ロバート・マルサス、デイヴィッド・リカードウ

	ます	 なが	 	 あつし

益永　淳 教　授・経済学博士（中央大学）　

■ �メッセージ：途上国、特にアジア途上国の経済発展に関連した研究を行なっています。具体的
には、格差と貧困、工業化と中小企業開発、社会開発（特に、教育と開発）、アジアの開発経験な
どのテーマに取り組んでいます。途上国の持続的成長の促進、格差の是正、貧困の削減に少し
でも寄与する研究をしたいと思っています。同様の気持ちを持つ大学院生の皆さん、一緒に研
究しましょう。

■ 生年：1959年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：Ph.D. in Economics（オーストラリア国立大学）
■ 専門分野：開発経済学、国際経済学、アジア経済論
■ 担当科目： 演習Ⅰ・Ⅱ（経済発展論）、経済発展論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（開発経済学）

	はやし	 	 みつ	 ひろ

林　光洋 教　授・Ph.D.	in	Economics（経済学博士）（オーストラリア国立大学）

■ 著書・論文・特許：
　● “Spatial Dimensions of Expenditure Inequality in India : With 

Attention to the Roles of Education and Social Classes,”in 
Ishikawa, T. (ed.), Locational Analysis of Firms’Activities from a 
Strategic Perspective, Springer, Singapore, 2018（共著）.

　● "Expenditure Inequality in Indonesia, 2008-2010 : A Spatial 
Decomposition Analysis and the Role of Education," Asian Economic 
Journal, Vol. 28. No. 4, 2014（共著）.

　● セイジ･F･ナヤ著、 『アジア開発経済論:持続的成長、 貧困削減、 危
機克服の経験』文眞堂、 2013年（共訳）。

　● “Support Mechanisms for SME Development in Indonesia: A Firm 
Level Survey in the Metalworking and Machinery Industry,” in 
Harvie, C. and B.C. Lee (eds.), Small and Medium Sized Enterprises 
in East Asia: Sectoral and Regional Dimensions, Edward Elgar, 
Cheltenham, 2008.

　● “Structural Changes in Indonesian Industry and Trade: An Input-
Output Analysis,” The Developing Economies, Vol. XLIII, No. 1, 2005.

　● “The Role of Subcontracting in SME Development in Indonesia: 
Micro-level Evidence from the Metalworking and Machinery 
Industry,” Journal of Asian Economics, Vol. 13, No. 1, 2002.

■ �学会・学外等の活動：East Asian Economic Association、
Regional Science Association International、応用地域学
会、Indonesian Regional Science Association、国際開発
学会、日本国際経済学会、環太平洋産業連関分析学会

■ �研究内容のキーワード：経済発展、格差と貧困、工業化と
中小企業開発、社会開発、アジアの開発経験

■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　● Determination of the Impact of the TOYOTA EBESE 

Cluster Development Program on SME Suppliers
　● 中国少数民族地域の教育格差：雲南省の実態とNGOの

支援
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：社会政策は、経済系の科目の中でも人間とその織りなす社会的関係を中心に考察
する学問です。研究書の精読はもとより、企業、労働、行政の現場で進行している実態に関す
る調査なくして、正しい政策評価を下すことはできません。さらに、グローバル化時代におい
て、世界の隅々で生じている新しいイッシューに強い関心をもつことが必要です。

■ 生年：1954年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：中央大学大学院経済学研究科博士後期課程退学
■ 専門分野：社会政策、労働問題
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（社会政策論）、社会政策論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（社会政策）

■ 著書・論文・特許：
　●『よくわかる社会政策』 石畑良太郎・牧野富夫・伍賀一道編著 ミネルヴァ書房（分担執筆）、2019年。
　●『ディーセント・ワークと新福祉国家構想』旬報社（共著）、2011年 。
　●『グローバル化のなかの中小企業問題』新日本出版社（監修）、2005年。
　●「地域循環型経済への転換を」『Re Building Maintenance & Management』一般社団法人建築保全センター４、2012年。
　●「雇用保険と職業訓練の機能を検証する」『女性労働研究』56、青木書店、2012年。
■ 学会・学外等の活動：社会政策学会、日本中小企業学会、女性労働問題研究会、ＮＰＯ法人建設政策研究所
■ 研究内容のキーワード：非正規雇用、労働市場、中小企業、社会保障、建設産業
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●現代日本における障害者の雇用・就労の現状と政策
　●日本の公的年金制度における制度間調整と財政検証に関する研究
　●日本鋳物産業の歴史的展開における中小専業鋳物メーカーの技術的革新性
　●建設産業における不安定就業としての一人親方に関する研究
　●非正規雇用化が進行する認可保育所における職場集団の構造と機能

	まつ	 まる	 	 かず	 お

松丸　和夫 教　授　

■ �メッセージ：環境会計には、サステナビリティ報告・統合報告やマテリアルフローコスト会計
等の組織を対象としたミクロ環境会計、国家規模を対象としたマクロ環境会計、それらの中間
にあるメソ会計があります。メソ会計は特定の地域や資源を単位とする環境会計で、被災地や
中山間地域の活性化（地方創生）と結びついており、開発が期待されています。このように環境
会計の領域はたいへん広いので、大学院の研究指導は、学生のみなさんの関心に応じて対応し
たいと考えています。

■ 生年：1972年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）： 中央大学大学院経済学研究科博士後期課程修了
　　　　　　　　　　　　　　博士（会計学）（中央大学）
■ 専門分野：会計学、環境会計論、森林会計、林業会計、メソ会計
■ 担当科目：�演習Ⅰ・Ⅱ（環境会計論）、環境会計論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（社会会計論）

■ 著書・論文・特許：
　●『SDGsの主流化と実践による地域創生─まち・ひと・しごとを学びあう』（共著）、水曜社、2019年。
　● 「メソ会計に基づく産業クラスターの分析─遠野地域木材総合供給モデル基地を事例として─」『経済学論纂（中央大

学）』第58巻第2号、中央大学経済学研究会、2018年3月。
　● 「メソ会計のモデル化と実践的適用─岩手県紫波町の木質系バイオマス事業を事例として─」（単著）『横浜経営研究』

第37巻第2号、横浜国立大学、2017年。
　●『会計と社会─ミクロ会計・メソ会計・マクロ会計の視点から─』（共著）、中央大学出版部、2015年。
　●「地方自治体におけるメソ会計の構築」『地方自治の深化』（単著）、清文社、2014年。
　● 「農業関連上場企業（モデル5）の分析─民有林における立木資産の会計処理の考察─」『農業発展に向けた簿記の役割

─農業者のモデル別分析と提言─』（単著）、中央経済社、2014年。
　●『森林バイオマス活用の地域開発─鍵を握る産業クラスター─』（共著）、中央経済社、2013年。
　● 「持続可能な森林会計と環境会計─国有林野会計における調査とモデル化の試み─」（単著）『環境管理』第43巻第5号

産業環境管理協会、2007年。
■ �学会・学外等の活動：環境経済・政策学会、日本会計研究学会、日本地方自治研究学会、林業経済学会、日本簿記学会（簿

記実務研究部会委員 2012年9月−2014年8月、学会誌編集委員2014年10月以降）
■ 研究内容のキーワード：環境会計、メソ会計、森林会計、林業会計
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●REA会計モデルに基づくシャルテガの環境会計理論の拡張―経済・環境・社会の統合データベースを目指して―

	まる	 やま	 	 よし	 ひさ

丸山　佳久 教　授・博士（会計学）（中央大学）　
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：政策・制度展開の歴史的必然性を重視しつつ、社会保障論の研究指導を行ってい
ます。

■ 生年：1967年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：�博士（経済学）（中央大学）
■ 専門分野：社会政策、社会保障論
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（社会保障論）、社会福祉論、社会保障論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（社会保障論）

■ 著書・論文・特許：
　●「フランス家族手当制度の歴史的生成過程」『社会政策学会誌』第3号、2000年。
　● 「フランスにおける乳幼児受入れ給付導入の社会的影響」『フランス─経済・社会・文化の諸相─』（佐藤清編著）、中

央大学出版部、2010年。
　● （編著）『フランス─経済・社会・文化の実相─』、中央大学出版部、2016年。
　●『フランス家族手当の史的研究─企業内福利から社会保障へ─』、御茶の水書房、2017年。
■ �学会・学外等の活動：社会政策学会、日仏経営学会、社会保障研究会
■ 研究内容のキーワード：社会保障、家族手当、フランス

	みや	 もと	 	　　さとる

宮本	　悟 教　授・博士（経済学）（中央大学）　

■ �メッセージ：中小企業はいろいろな学問分野からアプローチされている応用経済学です。そ
れだけに「玄人好み」の領域といわれています。世界中の国々で圧倒的多数を占める中小企業
を分析することができるような「玄人」を到達目標にしてください。

■ 生年：1953年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：日本大学大学院商学研究科博士課程後期単位取得満期退学
■ 専門分野：中小企業論
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（中小企業論）、中小企業論Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　●「地域経済と自治体による『中小企業振興条例』」『商工金融』69巻8号　商工総合研究所、2019年。
　●「地域再生における中小企業・中小業者の役割と中小企業振興条例」『月刊全労連』全国労働組合総連連合、2019年。
　● 「東京都の地場産業の研究─皮革関連製品製造業を事例として─」『経済学論纂』中央大学経済学部　第59/第5・6合併

号、2019年。
■ �学会・学外等の活動：日本中小企業学会監事2019 〜 2022年、日本中小企業学会理事2010 〜 2013年、埼玉県蕨市元気な商

店街づくり検討委員会委員2008年４月〜 2010年３月
■ 研究内容のキーワード：中小企業、中小業者、商店街、産業集積、地域社会、イタリア、自治体産業政策
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●中心市街地活性化における商店街が果たす役割
　●中小企業金融における信用補完制度の日中比較分析
　●地域金融機関による中小企業への経営支援策の成果と課題─信用金庫と信用組合を中心に─

教　授　
	 や	 はた	 	 かず	 ひで

八幡　一秀
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※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：研究を行う上で最も重要な点は、鮮明な問題意識とそれを解決しようとする情熱
と、そのための十分合理的な論理性や分析力を身に着けることへの努力を惜しまないことだと
思います。ともに、学究への途を歩もうではありませんか。

■ 生年：1954年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：九州大学経済学研究科博士課程
　　　　　　　　　　　　　　博士（経済学）（中央大学）
■ 専門分野：公共政策、環境経済学、観光経済学
■ �担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（公共政策）、公共政策Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（公共政策）
■ 著書・論文・特許：
　●「コモンプールと環境政策の課題」『計画行政』（共著）Vol.18、No.4、1995年。
　●『コモンプールの公共政策』新評論、2004年。
　●「エコツーリズムと環境保護」『環境政策の新地平』岩波書店、2015年。

　●『観光経済学の基礎講義』九州大学出版会（共編著）、2017年。
　● “Is a Consumer an Ecotourist? A Theoretical Framework for Empirical Research on Tourists’Behaviour as Consumers,” 

(with Noel Scott, Forthcoming as a refereed research paper for the CAUTHE conference in Adelaide February 2011)
　● “Dynamic Property of a Tourism Destination Network,” Tourism Analysis, Vol 16, No 4, 493-498 2011 (with Noel Scott).
　● Structural Changes of the Electricity Market in Japan : A Theoretical Perspective of Consumers’ Eco-friendly 

Behavior （共著）IERCU Discussion Paper, pp.1-27.2012.
　● Applied Analysis of Growth, Trade, and Public Policy（共編者）Splinger, 2019.
■ �学会・学外等の活動：日本応用経済学会、日本経済学会、日本経済政策学会、日本地域学会、日本計画行政学会、環境・経

済政策学会、国際コモンズ研究会、オーストラリア観光教育大学連合学会
■ 研究内容のキーワード：持続可能性、コモンプール、エコツーリズム、環境配慮行動、地域開発
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●観光における消費者の環境配慮行動に関する研究
　●電力市場における再生可能エネルギー導入政策の理論的・実証的研究
　●中国における森林保全政策の展開─退耕還林政策の有効制と課題について─
　●林業規制の経済分析─保安林─　　●離島振興政策の経済学的分析
　●持続可能性に関する理論的・実証的分析　　●森林環境税の政策フレームワークとその変遷過程について

	やぶ	 た	 	 まさ	 ひろ

薮田　雅弘 教　授・博士（経済学）（中央大学）　

■ �メッセージ：現在、修士課程の院生が1名います。学外の研究者や政策担当者にもときどきゲ
ストで参加してもらい、討論を行います。

■ 生年：1957年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：博士（経済学）（九州大学）
■ 専門分野：地域科学技術政策、経済地理学、産業政策論、地域政策論
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（地域政策論）、特殊研究（経済地理学）

■ 著書・論文・特許：
　● Regional Development under Japan’s Ageing and Declining Population, The Korean Journal of Regional Policy, 1［2］, 

2014.
　●『地域創生のデザイン』（編者）中央経済社、2015年。
　●『地域政策』（共著）中央経済社、2016年。
　●『地域創生のプレミアム戦略』（編者）中央経済社、2018年。
　●『地域産業のイノベーションシステム』（編者）学芸出版社、2019年。
■ �学会・学外等の活動：産業学会会長、地域デザイン学会理事・理事長補佐（研究推進担当）・地域政策フォーラムプロデュー

サー、日本都市学会会員、経済地理学会評議員、日本経営学会会員、京浜港物流高度化推進協議会委員、国際コンテナ戦略
港湾政策推進WG座長（国土交通省）、福岡アジア都市研究所企画委員会委員、首都圏ハブ空港研究会座長（JAPIC）

■ 研究内容のキーワード：産業クラスター、産業集積、国土計画、地域イノベーションシステム、科学技術政策
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●IT総合メーカにおけるPC事業の位置付け（修士論文）
　●航空機産業における工業立地と社会資本の関係性（修士論文）
　●クラウド時代におけるIT企業の戦略（博士論文）
　●国際的ベンチマーキングを活用した都市の競争戦略に関する研究（博士論文）

	やま	 さき	 	 あきら

山﨑　朗 教　授・博士（経済学）（九州大学）　
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専任教員専任教員 ※指導教授に希望する際は、目次の
　備考欄を必ず確認してください。

３校

■ �メッセージ：リーマンショックによる世界金融危機の発生は、現状の資本主義が、擬制資本を一
方的に膨張させ、各種の金融的利得を主要な所得源とするスーパーリッチが世界の富を独占して
いる現実を浮きぼりにしました。現実資本の蓄積と貨幣資本の蓄積との乖離が、いつから、どの
ような形で進行してきたのか、それは資本主義をどこに導くものであるのかを一緒に考えたい。

■ 生年：1952年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：大阪市立大学大学院経営学研究科後期博士課程中退
■ 専門分野：金融論
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（貨幣信用論）、貨幣信用論Ⅰ・Ⅱ、特殊研究（信用制度論）

■ 著書・論文・特許：
　●『現代日本の金融危機管理体制』（中央大学出版部、2007年）
　● 「Nationalkredit, Staatskreditの概念をめぐって」（1）、（2）『経済学論纂』第28巻第3･4合併号、第5･6合併号、1987年7月、

11月。
　●「アメリカにおける金融危機と連邦預金保険制度」『中央大学経済研究所年報』第25号（1）1995年3月。
　●「証券市場と貨幣・貨幣資本」『経済学論纂』第26巻第4号、1995年10月。
　● 「現代日本における『ストック経済化』と土地市場」『戦後日本資本主義─展開過程と現状─』（中央大学経済研究所編）

中央大学出版部、1999年。
　●「1997年金融危機の性格について」『経済学論纂』第43巻1･2合併号、2002年11月。
　●「日本型TBTF製作・体制とは何であったのか」『経済学論纂』第46巻第3・4合併号、2006年3月。
　● ｢現代日本における預金保険制度の乱用と金融危機管理の失敗」『現代日本資本主義』（一井昭・鳥居伸好編）中央大学

出版部、2007年。
■ 学会・学外等の活動：経済理論学会、金融学会、信用理論研究学会
■ 研究内容のキーワード：擬制資本、金融危機（不安）、預金保険制度
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●現代アメリカの低所得者層における金融機関　─低所得者クレジットユニオンと周辺銀行業を中心に─
　●米国における保険の金融化と保険の経済的本質

	よね	 だ	 	 みつぐ

米田　貢 教　授　

■ �メッセージ：人口統計学は、出生や結婚、死亡、移動などを統計的に分析、推計するものであり、
これらの人口分析や人口推計は、マーケティングや地域政策にも応用されます。また人口学は、
経済学のほかにも、地理学や社会学、医療・公衆衛生などの分野にも広く関連します。

■ 生年：1969年生
■ 最終学歴・学位（取得大学）：中央大学経済学研究科博士課程単位取得満期退学
■ 専門分野：人口統計学、応用人口学
■ 担当科目：演習Ⅰ・Ⅱ（人口政策論）、人口政策論Ⅰ・Ⅱ

■ 著書・論文・特許：
　●『人口統計学の理論と推計への応用』オーム社、2015年。
　●『Excelで学ぶ人口統計学』オーム社、2006年（日本人口学会普及奨励賞、中央大学学術研究奨励賞）。
　●「経済システムの変容」『ポスト人口転換期の日本』（佐藤龍三郎・金子隆一編）原書房、2016年。
　●「避けられない日本の人口減少と高齢化」『2025年の日本』（駒村康平編）勁草書房、2016年。
　● 「少子化の要因と人口減少の諸相」『人口減・少子化社会の未来』（小峰隆夫・連合総合生活開発研究所編）明石書店、

2007年。
　● 「人口学からみたわが国の少子化」『少子化と日本経済社会』（樋口美雄・財務省財務総合政策研究所編）日本評論社、

2006年。
■ �学会・学外等の活動：International Union for the Scientific Study of Population、Population Association of America 、

人口学研究会（副会長）、日本人口学会、日本統計学会、マーケティング学会
■ 研究内容のキーワード：人口経済予測、ビジネス・デモグラフィー、マーケティング、地理情報システム、地域政策
■ 指導学生の研究テーマ（修士論文・学位論文タイトルなど）：
　●コーホート別老齢厚生年金に関する世代間格差分析
　●パリティ間推移確率モデルによる出産保障保険の検証
　●GISと将来人口推計による地域防災対策の評価分析─東京都江戸川区における災害時の生活用水について─
　● 東京都区部・市部におけるセクシュアル・マイノリティ人口の推計─ジオソーシャル・ネットワーキング・アプリケー

ションを用いた接近─

	 わ	 だ	 	こう	 へい	

和田　光平 教　授　

001-020_2021経済学C（ア�レスなし）.indd   18001-020_2021経済学C（ア�レスなし）.indd   18 2021/03/01   11:172021/03/01   11:17



19

兼担・兼任教員兼担・兼任教員

CHUO UNIVERSITY

３校

阿部　雪子　あべ　ゆきこ　 教　授（商学研究科）

■ �現職：中央大学商学部教授
■ �専門分野：租税法、国際課税
■ �担当科目：税法判例研究Ⅱ、消費税法

平野　廣和　ひらの　ひろかず 教　授（総合政策研究科）

■ �現職：中央大学総合政策学部教授
■ �専門分野：耐震工学、耐風工学、防災科学、橋梁工学
■ �担当科目：�都市と環境

酒井　克彦　さかい　かつひこ 教　授（法務研究科）

■ �現職：中央大学法務研究科教授
■ �専門分野：租税法に関する税務会計理論と法理論の実践的研究
■ �担当科目：税法判例研究Ⅰ

田中　光　たなか　ひかる 准教授（経済学部）

■ �現職：中央大学経済学部准教授
■ �専門分野：日本経済史、比較経済史、金融史
■ �担当科目：�経済史概論

細矢　祐誉　ほそや　ゆうき 准教授（経済学部）

■ �現職：中央大学経済学部准教授
■ �専門分野：数理経済学、ミクロ経済学、マクロ経済学、ゲームの理論
■ �担当科目：�ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱ

村上　弘毅　むらかみ　ひろき 准教授（経済学部）

■ �現職：中央大学経済学部准教授
■ �専門分野：マクロ経済学
■ �担当科目：�マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ

尹　智鉉　ユン　ジヒョン 准教授（文学部）

■ �現職：�中央大学文学部准教授
■ �専門分野：日本語教育学・応用言語学
■ �担当科目：�特殊講義(アカデミック･ライティングの方法と実践）

秋保　親成　あきほ　ちかなり 兼任講師

■ �現職：流通経済大学経済学部准教授
■ �専門分野：経済理論（マルクス経済学）
■ �担当科目：�ポリティカルエコノミーⅠ・Ⅱ

市原　明日香　いちはら　あすか 兼任講師

■ �現職：目白大学外国語学部日本語・日本語教育学科専任講師
■ �専門分野：日本語教育、社会言語学
■ �担当科目：リサーチ・リテラシー

伊藤　悟　いとう　さとる 兼任講師

■ �現職：白鷗大学法学部教授
■ �専門分野：税法
■ �担当科目：租税法Ⅰ・Ⅱ

近藤　章夫　こんどう　あきお 兼任講師

■ �現職：法政大学経済学部教授
■ �専門分野：経済地理学、技術経営論
■ �担当科目：地域モデル分析

坂田　豊光　さかた　とよみつ 兼任講師

■ �現職：�国際金融アナリスト・中央大学経済学部兼任講師
■ �専門分野：�国際経済学（国際金融論、外国為替論：国際投資と貿易における為替リス

ク管理）
■ �担当科目：外国為替論

菅原　英雄　すがはら　ひでお 兼任講師

■ �現職：菅原経理事務所所長税理士
■ �専門分野：税法
■ �担当科目：法人税法

戸田　淳仁　とだ　あきひと 兼任講師

■ �現職：厚生労働省政策企画官
■ �専門分野：�労働経済学、応用計量経済学
■ �担当科目：計量経済分析Ⅰ・Ⅱ

中野　玲子　なかの　れいこ 兼任講師

■ �現職：中央大学ライティング・ラボ　スーパーバイザー
■ �専門分野：�日本語教育学
■ �担当科目：�特殊講義（留学生のためのアカデミック･ライティングⅠ�基礎編・Ⅱ�実

践編）

松波　淳也　まつなみ　じゅんや 兼任講師

■ �現職：法政大学経済学部教授
■ �専門分野：環境経済学、理論経済学
■ �担当科目：環境ガバナンスの研究

山岡　美樹　やまおか　よしき 兼任講師

■ �現職：山岡美樹税理士事務所税理士
■ �専門分野：租税法
■ �担当科目：所得税法、相続税法

※兼担・兼任・客員教員等は、
　指導教授に希望できません。
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