
経済学部の教員一覧 経済学部をより詳しく知りたい人へ

現役学生の声や実績データが満載！
受験生向け経済学部特設サイトを公開中

在学生の一日や学部の学び、経済学部で展開する実
践教育についてもっと知りたいなら、「経済学部特設
サイト」へ！ 日々の授業だけでなく、先輩達のリアルな
声、充実した学習施設・環境、入試制度などについて
も、動画を楽しみながら気軽に知ることができます。

詳細はWebへ！

経済学部教員が「経済学」を
身近なテーマから解き明かす !
あなたの興味を広げる入門書

お小遣いから国の予算、果ては地球環境問題まで、幅広いテーマを中央大学経
済学部の若手教員が語ります。経済って、お金のことだけじゃない。 わたしたち
の日々の暮らしが、社会が、どのような仕組みの上に成り立っているのかを考え
る学問。経済がわかれば、新聞、ニュースもこわくない。知れば知るほど、そこに
は正解のない問題がいっぱい。経済を知りたいすべての人へ。

【本書で紹介している主なテーマ（一部抜粋）】
女子が「働く」って「ツラい」こと？ ―― 現代日本の労働環境 
お金って何だろう？ ―― 貨幣と金融 
えっ？  高校生って国の借金払ってるの？ ―― 財政赤字と民主主義
食料は自給しなければならないの？ ―― 食料自給率と日本
そのスマホ、メイドイン何？ ―― 自由貿易の利益
爆買いから見える日系企業の成功とは？ ―― 日中経済のかかわり

詳細はWebへ！

経済学部で活躍する学生はどんな人？ そもそも経済学の魅力って何？ 
経済学がまだまだわからない人でも、教職員を含む中央大学経済学
部の人々や展開される学びがきっと身近に感じられるコンテンツを掲
載。学生記者によるインタビュー記事など、ふとした空き時間に経済学
部を詳しく知れる、経済学を楽しめる、
そんな情報を発信しています！

経済学部の人々や魅力をピックアップ！
経済学部Webマガジン『Econ Picks』

詳細はWebへ！
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青木 清隆 准教授
【専門分野】スポーツ科学

北沢 格 教授
【専門分野】英米・英語圏文学

【専門分野】会計学
田村 威文 教授赤羽 淳 教授

【専門分野】経営学
キャンター,ゲイリー 教授
【専門分野】日本文学、アメリカ文学、英語教育法

【専門分野】言語学
千葉 謙悟 教授

浅田 統一郎 教授
【専門分野】理論経済学

黒須 詩子 教授
【専門分野】進化生物学

吉良 アマンダ 助教
【専門分野】外国語教育

【専門分野】金融論、ファイナンス
辻 爾志 教授

阿部 顕三 教授
【専門分野】経済政策

鍬田 政人 教授
【専門分野】代数学

【専門分野】地域研究、国際関係論、アジア史・
アフリカ史

土田 哲夫 教授

阿部 正浩 教授
【専門分野】労働経済学

小杉 のぶ子 教授
【専門分野】解析学基礎

【専門分野】金融・中国経済
唐 成 教授

新井 洋一 教授
【専門分野】英語学（統語論、意味論、語用論、
音声学）、コーパス言語学

後藤 孝夫 教授
【専門分野】経済政策、商学

【専門分野】知能情報学
鳥居 鉱太郎 准教授

飯島 大邦 教授
【専門分野】理論経済学、経済政策、財政・公共
経済

小森谷 徳純 准教授
【専門分野】経済政策

【専門分野】経済理論、経済学説史、現代資本
主義分析

鳥居 伸好 教授

伊藤 篤 教授
【専門分野】通信・ネットワーク工学

子安 加余子 教授
【専門分野】中国文学

【専門分野】日本語教育学・多文化教育
中川 康弘 准教授

【専門分野】金融論
近廣 昌志 准教授

伊藤 秀一 教授
【専門分野】独語、独文学

近藤 まりあ 准教授
【専門分野】英米・英語圏文学

伊藤 伸介 教授
【専門分野】経済統計学

坂田 幸繁 教授
【専門分野】統計科学、経済統計、地域研究

伊藤 洋司 教授
【専門分野】美学・芸術諸学、ヨーロッパ文学

坂本 宏 准教授
【専門分野】ヨーロッパ史・アメリカ史

井上 英治 教授
【専門分野】民事法学

佐々木 創 教授
【専門分野】環境影響評価、環境政策・環境社
会システム、経済政策

井村 進哉 教授
【専門分野】財政学、金融論

佐藤 拓也 教授
【専門分野】理論経済学

岩本 剛 准教授
【専門分野】ドイツ文学

篠原 正博 教授
【専門分野】財政・公共経済

ウーラートン,マキシム 准教授
【専門分野】外国語教育

柴田 英樹 教授
【専門分野】経済史、哲学・倫理学

江川 章 准教授
【専門分野】経営・経済農学

章 沙娟 助教
【専門分野】経済政策

大羽 良 准教授
【専門分野】言語学

関野 満夫 教授
【専門分野】財政学

岡本 千草 助教
【専門分野】都市経済学、空間経済学

高村 直成 准教授
【専門分野】スポーツ科学、身体教育学

鬼丸 朋子 教授
【専門分野】人事労務管理論

瀧澤 弘和 教授
【専門分野】理論経済学、経済政策

小尾 晴美 助教
【専門分野】ジェンダー、経済政策、社会学、社
会福祉学、教育社会学

武田 勝 准教授
【専門分野】日本経済史

加藤木 能文 准教授
【専門分野】言語学

田中 光 准教授
【専門分野】経済史

松八重 泰輔 准教授
【専門分野】経済政策

松丸 和夫 教授
【専門分野】社会政策

丸山 佳久 教授
【専門分野】会計学

皆川 純一 准教授
【専門分野】理論経済学

南 映子 准教授
【専門分野】文学・ラテンアメリカ地域研究

三船 毅 教授
【専門分野】政治学

宮錦 三樹 准教授
【専門分野】財政・公共経済

宮本 悟 教授
【専門分野】社会政策、社会保障論

村上 弘毅 准教授
【専門分野】理論経済学

森岡 実穂 教授
【専門分野】ジェンダー、美学・芸術諸学、英
米・英語圏文学

杜崎 群傑 准教授
【専門分野】政治学

八幡 一秀 教授
【専門分野】経済政策、経営学

薮田 雅弘 教授
【専門分野】財政・公共経済

山﨑 朗 教授
【専門分野】地理学、地域研究、経済政策

吉見 太洋 准教授
【専門分野】金融・ファイナンス

古川 雄一 教授
【専門分野】経済変動論

渡邉 浩司 教授
【専門分野】ヨーロッパ文学

和田 光平 教授
【専門分野】統計科学、経済統計

亀井 伸治 教授
【専門分野】ドイツ文学、比較文学

谷口 洋志 教授
【専門分野】経済政策、財政・公共経済、地域研
究、哲学・倫理学

【専門分野】応用健康科学、生理学一般
中谷 康司 准教授

【専門分野】地球科学、気候学
中野 智子 教授

【専門分野】経済政策
中村 彰宏 教授

【専門分野】経済学説・経済思想、政治学、ジェ
ンダー

鳴子 博子 教授

【専門分野】経済統計
芳賀 寛 教授

【専門分野】西洋経済史
中村 千尋 准教授

【専門分野】経済統計、経済学説・経済思想
八田 幸二 教授

【専門分野】哲学・倫理学
濱岡 剛 教授

【専門分野】経済政策 （開発経済学）
林 光洋 教授

【専門分野】英米・英語圏文学
平繁 佳織 助教

【専門分野】消費者理論、理論経済学、数学解
析、数学基礎・応用数学

細矢 祐誉 准教授

【専門分野】ヨーロッパ文学
本田 貴久 准教授

【専門分野】音声学、英語学
牧野 武彦 教授

【50音順】

益永 淳 教授
【専門分野】経済学説・経済思想

松浦 司 准教授
【専門分野】財政・公共経済

若松 直幸 助教
【専門分野】経済学説、経済思想
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