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1. はじめに

2006年度に九州大学経済学部が導入したカリキュラムは、全国の主要大学のカリキュラムの研究を

通じてその良き部分を取り入れ、なおかつ九州大学経済学部に蓄積されてきた独自の研究成果が反映

されるように工夫された、オリジナルで体系的なカリキュラムです。 

このカリキュラムは、基本科目の体系的配置、大学院への進学の容易化(学部・学府一貫教育プロ

グラム)などのほか、3年次以上の演習 ( 以下 「ゼミ」 と表記 ) が必修科目となっている点に、大

きな特色があります。また 2007年度からのＧＰＡ制度の全学的導入にあわせて、経済学部の修学指導

体制も強化され、3-4 年次の学生はゼミの指導教員が学生の修学や大学生活上の指導を担当すること

になりました。 

 これらのシステムにより、「経済学部にとりあえず入学したが、経済学になかなか興味を見出せな

い」「友人と何かに一緒に取り組んで頑張ってみたいがそのような機会がなかなか無い」 など、これ

までの経済学部で先輩の一部が直面してきた問題を、学生諸君と教員が一緒に解決していくことが期

待されます。 

Seminar とは、19 世紀にドイツの大学で導入されて以来 ( そのためセミナーではなくゼミナール

と呼びます)、全世界で広範に採用されている大学教育の普遍的な実施形態の一つです。最近は「社会

性」や「問題発見や解決スキル」を重視する企業が多く、大学での少人数教育がますます重視される

傾向にあります。九州大学経済学部のゼミは、教員１名に対して学生が 1学年約 10名以下の密度の高

い少人数教育となります。こうした性格から、同じ「単位」という成績認定方法を採っていますが、

通常の講義とゼミとでは、その意味内容が大きく異なります。「どのゼミに入るか」によって、「大

学で何を学んだか？」のみならず「大学で何をしたか？」が決まるといっても過言ではありません。 

皆さんは、この募集要項に記載された「2.ゼミ応募の際の注意」や「3.ゼミ募集スケジュール」な

どを熟読のうえ、「6.教員別ゼミ募集要項」でできる限り多くのゼミを比較検討し、経済学部 HPに掲

載される「演習参加申込書」をダウンロ－ドのうえで応募してください。希望するゼミへのチケット

が入手できることを祈念しています。 
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2. ゼミ応募の際の注意

(1) 両学科共通の注意事項 

a. ゼミは必修

2006（H18）年度入学生より実施のカリキュラムでは、高年次の演習(経済･経営学演習、経済工学

演習)は必修科目です。経済･経営学科では 8単位、経済工学科では 4単位を取得しないと卒業できま

せん。4 月になって新年度の演習の履修登録が可能となるのは、募集要項の 3 で示すスケジュールに

従ってゼミに応募し、事前に指導教員から入ゼミを許可された人だけです。従って、皆さんは必ず本

冊子を熟読のうえ、手続きに従ってゼミへの受入内諾を各担当教員から得てください。 

b. ゼミは定員制

 ゼミに定員(＝学年毎の主演習としての参加可能人数の上限)が設定されており、経済･経営学科では

第 1次募集が 10名、第 2次募集が 1次募集での受講決定数と合わせて 8名、経済工学科では第 1次募

集が約 10名、第 2次募集が第 1次募集での受講決定数と合わせて約 8名となっています。 

従って受講希望者がその人数を越えた場合には、演習参加申込書による選抜が必ず行なわれること

になります。また、受講希望者が上記定員以下の場合でも、申込者が一定数に達した演習では選抜が

実施されます。 

c. ゼミの募集は第 1次、第 2次の２回に分けて行われます

 第 1次募集時にはゼミを１つ選び、「演習参加申込書」を 1枚提出します。第 2次募集時にはゼミ

を２つ選び、「演習参加申込書」を２枚（第 1希望および第 2希望）を提出します。 

d. 4年次以降から演習に参加する場合

4 年次からゼミへの参加を希望する学生は、3-4 年次が別の時間帯に設定され演習内容が異なるゼ

ミもありますので、「演習参加申込書」の所定欄に、参加を希望する演習が、①3 年次を対象とする

ものか、②4年次を対象とするものかについて必ず記入してください。 

e. 複数のゼミへの参加申込み

複数のゼミを受講することも可能です。 

① 新 3年生：「3.ゼミ募集スケジュール」に示す第 1次および第 2次募集で、まず自分の専攻する学

科の中から、自分にとって主となる演習(＝主演習)に応募してください。主演習の結果発表後、3 月

以降に参加を希望する副演習の担当教員へ「演習参加申込用紙(副演習用)」を提出し、演習参加の許

可を得てください。（教員から許可を得た学生だけが 4月からの演習に参加することができます。） 

② 新 4年生：既に 3年次で演習を受講している学生が、4年生になってから「副演習」に応募するこ

とも可能です。その場合、主演習の結果発表後の 3 月以降に、参加を希望する副演習の担当教員へ直

接相談のうえ「演習参加申込用紙(副演習用)」を提出し、演習参加の許可を得てください。（教員か

ら許可を得た学生だけが 4月からの演習に参加することができます。） 

なお、「副演習」に関しては、自分が所属する学科とは異なる学科の演習に応募することも可能です。

それぞれのゼミが「副演習」として応募可能かどうかは、第 2 次募集の採用結果を掲示する際に、学年

別に掲示します。（副演習を募集するゼミと募集しないゼミがありますのでご留意ください。） 

f. 高年次で留学を希望する場合

高年次において半年または１年間、海外留学する場合、「演習科目受講願」を教務第二係（経済担当）

にて入手し、記入のうえ担当教員に提出し、教員の了承が得られた場合のみ演習への申し込みができます。 
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(2) 個別の注意事項 

 

a. 経済･経営学科の皆さん 

① 「主演習」による「系」の自動決定：経済･経営学科生は、今回のゼミ募集で受入れが決まった「主演習」の

担当教員が属する「系」に従って、「経済分析」「産業分析」「企業分析」の三つの「系」への配属が自動的

に決まります(『学生便覧』参照)。所属する「系」ごとに、卒業に向け履修すべき「選択必修科目」が異なり

ますので、履修の際には十分に注意してください。 

② 4 年次で主演習を変更する場合： 3 年次の主演習参加により決まった「系」は卒業まで動かせません。た

だし、4 年次になってから、3 年次に受講した主演習とは異なる演習の受講を希望する学生は、3 年次の

「主演習」と同一の「系」内で、参加演習を変更することは可能です。希望する学生は、当該年度向けのゼ

ミ募集の際に新たに新 4 年次生として応募して、受け入れ内諾を得てください。 

③ 3 年次で主演習と副演習の履修により卒業要件を満たした場合：経済･経営学演習の必修は 8 単位です

から、3 年次であっても主演習 4 単位と副演習 4 単位(ただし、経済･経営学演習に限る。)を同時履修して

単位を修得すれば、卒業要件を満たすことになります。ただし、ゼミは単位取得だけを目的とするもので

はありませんから、できる限り 3年次から卒業まで通しで受講するようにしてください。(8単位を超えて修得

した単位は 8 単位まで「自由選択科目」に含めることができます。) 

 

b. 経済工学科の皆さん 

  経済工学演習の必修は 4 単位ですから、経済工学科の学生は、①3 年次だけ履修、或いは、②4年次以

降になってから履修、という受講方法も可能です。ただし、ゼミは単位取得だけを目的とするものではありま

せんから、できる限り 3年次から卒業まで通しで受講するようにしてください。なお、①の場合、早い時期(3年

次の1月末まで)に指導教員にその旨を申し出てください。②の場合、上記「(1)d. 4年次以降から演習に参加

する場合」に記載されている指示に従ってください。 

 

c. ２１世紀プログラムの皆さん 

 経済学部の演習の受講を希望する場合，募集要項に示された手続きに従って応募してください。 
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３．ゼミ募集スケジュール

（１）主演習の応募

 11月中旬 ～
ゼミ募集要項を経済学部ホ－ムペ－ジのゼミナ－ル関連情報で公開します。
（冊子の配布はありません）

11月18日（月）～1月10日（金）

オープンゼミに参加して、教員や先輩の意見を聞き、応募するゼミを決めてください。なお、オープンゼミ
を開催するゼミと開催しないゼミがありますので、開催の有無や開催の日時・場所等はゼミ募集要項で
確認してください。（※オ－プンゼミの開催日と履修している授業が重複する場合は、授業への出席を
優先すること。）

【第1次募集】

1月9日（木）～16日（木） 17:00まで
「演習参加申込書」に記入の上、教務課内のレポートボックスに提出してください。
演習参加申し込みは一人一ゼミです。二つ以上申し込みした場合は無効になります。
また、メールでの提出は認めません。

1月31日（金）

経済学部掲示板及び経済学部ホームページのゼミナ－ル関連情報に第１次募集の内定者名簿を掲示
します。
【受入れが未決の学生】→第２次募集での受入れが「可」と表示されているゼミに、必ず応募してくださ
い。空きがあれば、第１次募集時と同一ゼミへの再申し込みも可能です。

【第2次募集】

第１次募集内定未決学生は、第１次募集の内定者名簿掲示の際に、第2次募集受入「可」（学年別に表
示されるので注意してください）と表示されている演習を選択して、「演習参加申込書」を2部（第1希望用
および第2希望用）作成し、教務課内のレポートボックスに提出してください。

※第2次募集期間中に、やむを得ない事由により、「演習参加申込書」を直接提出できない場合には、次の
ように対応すること。

（１）希望する教員がWordファイルでの提出を認めている場合

　Wordファイルに志望理由を記載し、そのファイルを教務第二係（経済担当）宛
（jbkkyomu2ec@jimu.kyushu-u.ac.jp）に送付すること。

教務第二係（経済担当）がメ－ルを受信したら 【受信確認】 の返信メ－ルを送信するので確実にメ－ル
が届いたことを確認すること。

（２）希望する教員が手書きでの提出を認めている場合

　演習参加申込書を手書きで作成し、それをファックスで教務第二係宛（092-802-6396）に送信するこ
と。

　主演習の「演習参加申込書」は必ず教務第二係（経済担当）に提出すること。（教員に提出することは
認められないので注意すること。）

※教員がWordファイルでの提出を認めているか否かは募集要項で確認すること。

※また、教員によっては第２次募集期間中に面接を実施することがある。面接を受けられない場合の措置
は教員によって異なるので、「演習参加申込書」を提出する前に、希望教員にメ－ル等で確認しておくこと。

2月28日（金）頃、確定次第随時
経済学部掲示板及び経済学部ホームページのゼミナ－ル関連情報に第２次募集の内定者名簿を掲示
します。

（２）副演習の応募

 2次募集結果発表後（3月中）

副演習は３月中が募集期間となります。副演習への参加を希望する学生は、希望するゼミの教員へ相
談のうえ、教務第二係（経済担当）ではなく、直接、教員へ演習参加申込書を提出してください。
入ゼミの可・否については、ゼミ教員が決めることになります。
※副演習を募集するゼミと募集しないゼミがありますのでご留意ください。

受け入れが決まった演習に履修登録を行ってください。
(受入れ許可が出ていない演習への登録はできません。）

（注）　オープンゼミとは、通常のゼミの様子（教員とゼミ生とのやりとりや学習内容）を見て感じてもらうために、ゼミの時間を開放する見学会を
いいます。ゼミ説明会とは、ゼミの特徴や内容などを知ってもらうために特別に開催する懇談会をいいます。

4月以降

1月31日（金）～2/7日（金）12:00まで

　ここでは、ゼミの応募にあたっての注意と、手続きについて説明します。第１次、第2次募集の申込期限と内定者発表の流れは以
下のとおりです。日時など間違わないように注意をして応募してください。
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４．ゼミ説明会日程一覧
(教員毎）

学科系等教員名 メ－ルアドレス 実施場所 ページ

2019/11/22 金 17:00 - 17:45 E-211

2019/12/20 金 17:00 - 17:45 E-617

2020/1/10 金 17:00 - 17:45 E-211

八木　信一 yatsuki@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/12 木 12:15 - 12:45 E-211 10

2019/11/27 水 16:40 - 17:40 E-211

2019/12/17 火 16:40 - 17:40 E-617

2019/12/5 木 12:10 - 12:50 E-211

2020/1/9 木 12:10 - 12:50 E-211

2020/1/7 火 16:40 - 17:20 D-107

2020/1/9 木 16:40 - 17:20 E-211

2019/11/27 水 12:30 - 13:00 E-208

2019/12/20 金 12:20 - 12:50 E-211

2019/12/17 火 12:10 - 12:50 E-211

2020/1/7 火 12:10 - 12:50 E-211

2020/1/7 火 17:30 - 18:10 E-208

水野　敦子 amizuno@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/10 火 16:30 - 17:30 E-110 18

2019/12/3 火 16:40 - 17:20 D-107

2020/1/7 火 17:30 - 18:00 D-107

2019/12/19 木 16:40 - 17:10 E-211

2020/1/9 木 16:40 - 17:10 E-617

與倉　豊 yokura@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/9 月 13:00 - 13:30 E-211 22

堀井　伸浩 horii@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/16 月 12:05 - 12:50 E-208 24

2019/12/20 金 16:40 - 17:40 E-211

2020/1/8 水 12:10 - 12:50 E-211

2019/12/11 水 16:40 - 17:25 E-211

2020/1/7 火 18:00 - 18:30 E-617

藤井　美男 fujii@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/16 月 16:40 - 17:10 E-617 30

大坪　稔 otsubo@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/17 火 16:30 - 17:00 E-110 32

2019/12/9 月 12:15 - 12:45 E-211

2019/12/16 月 12:15 - 12:45 E-211

中本　龍市 ryunakamoto@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/10 火 12:15 - 12:45 E-211 34

2019/11/26 火 12:10 - 12:50 E-211

2019/12/17 火 16:40 - 17:40 D-107

2019/11/21 木 12:15 - 12:45 E-211

2019/12/17 火 12:15 - 12:45 D-107

大石　桂一 oishik@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/10 火 16:40 - 17:25 D-107 38

潮﨑　智美 shiosaki@econ.kyushu-u.ac.jp 2020/1/7 火 16:40 - 17:10 E-617 39

2019/12/11 水 12:10 - 12:40 E-617

2019/12/18 水 12:10 - 12:40 E-211

三浦　功 miura@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/12 木 12:30 - 13:00 E-208 42

藤田　敏之 tfujita@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/3 火 12:30 - 13:00 E-211 43

池下　研一郎 ikeshita@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/25 水 12:30 - 13:00 E-208 44

山崎　大輔 yamazaki@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/11/29 金 12:10 - 12:40 E-211 45

瀧本　太郎 takimoto@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/11/27 水 12:20 - 12:40 E-211 47

村尾　徹士 murao@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/11/19 火 16:40 - 17:20 E-617 49

浦川　邦夫 urakawa@econ.kyushu-u.ac.jp 2020/1/9 木 12:30 - 13:00 E-617 51

葉　聰明 yeh@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/11/26 火 16:40 - 17:10 E-211 52

内田　交謹 kuchida@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/12 木 14:50 - 15:50 D-107 53

堀　　宣昭 hori@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/24 火 12:30 - 13:00 E-211 54

磯谷　明徳 isogai@econ.kyushu-u.ac.jp 2020/1/10 金 12:30 - 13:00 E-211 55

菅　史彦 f.suga@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/11/20 水 16:30 - 17:00 E-211 57

北原　知就 tomonari.kitahara@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/4 水 12:10 - 12:40 E-211 59

大西　俊郎 ohnishi@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/11/27 水 16:40 - 17:20 E-617 61

小室　理恵 rie.komuro@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/11 水 12:15 - 12:55 E-211 63

松本　浩一 k-matsu@econ.kyushu-u.ac.jp ※説明会は実施しません。 64

古川　哲也 furukawa@econ.kyushu-u.ac.jp 2019/12/3 火 16:40 - 17:10 E-617 66

実施日時

岩田　健治 iwata@econ.kyushu-u.ac.jp

清水　一史

hidemichifujii@econ.kyushu-u.ac.jp

石田　修

加河　茂美 kagawa@econ.kyushu-u.ac.jp

前田　真一郎

28

duchida@econ.kyushu-u.ac.jp

33

40

37

35

sakishino@econ.kyushu-u.ac.jp

kitazawa@econ.kyushu-u.ac.jp

丸田　起大

藤井　秀道

内田　大輔

maruta@econ.kyushu-u.ac.jp

岸野　早希

鷲崎　俊太郎

北澤　満

shuntaro@econ.kyushu-u.ac.jp

篠﨑　彰彦 shino@econ.kyushu-u.ac.jp 17

経
済
分
析
系

産
業
分
析
系

深川　博史 fukagawa@econ.kyushu-u.ac.jp

小津　稚加子 ozu@econ.kyushu-u.ac.jp

経
済
工
学
演
習

9

12

16

21

maeda@econ.kyushu-u.ac.jp

shimizu@econ.kyushu-u.ac.jp

ishida@econ.kyushu-u.ac.jp

企
業
分
析
系

経
済
･
経
営
学
演
習

19

26

13

14
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（日付順）

月 日 曜日 時間 氏名 場所 氏名 場所 氏名 場所 氏名 場所

19日 火 16:40 - 17:20 村尾 E-617

20日 水 16:30 - 17:00 菅 E-211

21日 木 12:15 - 12:45 丸田① E-211

22日 金 17:00 - 17:45 加河① E-211

12:10 - 12:50 内田大① E-211

16:40 - 17:10 葉 E-211

12:20 - 12:40 瀧本 E-211

12:30 - 13:00 石田① E-208

16:40 - 17:20 大西 E-617

16:40 - 17:40 前田① E-211

29日 金 12:10 - 12:40 山崎　 E-211

12:30 - 13:00 藤田 E-211

16:40 - 17:10 古川 E-617

16:40 - 17:20 深川① D-107

4日 水 12:10 - 12:40 北原 E-211

5日 木 12:10 - 12:50 岩田① E-211

12:15 - 12:45 岸野① E-211

13:00 - 13:30 與倉 E-211

12:15 - 12:45 中本 E-211

16:30 - 17:30 水野 E-110

16:40 - 17:25 大石 D-107

12:10 - 12:40 小津① E-617

12:15 - 12:55 小室 E-211

16:40 - 17:25 北澤① E-211

12:15 - 12:45 八木 E-211

12:30 - 13:00 三浦 E-208

14:50 - 15:50 内田交 D-107

12:05 - 12:50 堀井 E-208

12:15 - 12:45 岸野② E-211

16:40 - 17:10 藤井美 E-617

12:10 - 12:50 篠崎① E-211

12:15 - 12:45 丸田② D-107

16:30 - 17:00 大坪 E-110

16:40 - 17:40 前田② E-617

16:40 - 17:40 内田大② D-107

18日 水 12:10 - 12:40 小津② E-211

19日 木 16:40 - 17:10 藤井秀① E-211

12:20 - 12:50 石田② E-211

16:40 - 17:40 鷲崎① E-211

17:00 - 17:45 加河② E-617

24日 火 12:30 - 13:00 堀 E-211

25日 水 12:30 - 13:00 池下 E-208

12:10 - 12:50 篠崎② E-211

16:40 - 17:10 潮崎 E-617

16:40 - 17:20 清水① D-107

17:30 - 18:00 深川② D-107

17:30 - 18:10 篠崎③ E-208

18:00 - 18:30 北澤② E-617

8日 水 12:10 - 12:50 鷲崎② E-211

12:10 - 12:50 岩田② E-211

12:30 - 13:00 浦川 E-617

16:40 - 17:10 藤井秀② E-617

16:40 - 17:20 清水② E-211

12:30 - 13:00 磯谷 E-211

17:00 - 17:45 加河③ E-211

令和元年度ゼミ説明会　開催時刻・教室

経済分析系 産業分析系 企業分析系 経済工学科

１１月

１２月

１月

26日

27日

3日

9日

10日

11日

12日

16日

17日

20日

7日

水

火

木

水

火

月

火

月

木

火

金10日

金

火

9日
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５．推奨科目一覧（経済・経営学科のみ） 

 

 経済・経営学科の学生は、各ゼミが推奨する「基本科目」（＝推奨基本科目。本年度初頭に配布した

以下の表（ただし一部修正）を参照）を受講していることやその成績が、ゼミの選抜の際に参考とされ

るケ－スもありますので、その点を考慮して応募してください。 

 

 

経済・経営学科のゼミ担当教員別 推奨基本科目一覧  

1-2 年 3-4 年 

 
学科の必修科目 

推奨基本科目 

3-4 年次演習 

(ゼミ)担当教員 

教員が担当している

専攻教育科目 
系 

 
経済史 

Ⅰ・Ⅱ 

経営学 

Ⅰ・Ⅱ 

会計学 

Ⅰ・Ⅱ 

情報処理Ⅰ・ 

計量経済学 

国 際 

経済学

Ⅰ・Ⅱ 

【学部必修】  
・経済学入門 
   ＋ 
【学科必修】  
・マクロ経済学Ⅰ 
・マクロ経済学Ⅱ 
・ミクロ経済学Ⅰ 
・ミクロ経済学Ⅱ 
・政治経済学Ⅰ 
・政治経済学Ⅱ 
     ＋ 
【ゼミ推奨】 
・右表参照 
 

     加河 茂美 経済統計 

経
済
分
析 

     八木 信一 地域政策 

     前田 真一郎 金融システム 

    ◎ 岩田 健治 国際金融 

    ◎ 清水 一史 世界経済 

    ◎ 石田  修 貿易投資分析 

     篠﨑 彰彦 情報経済 

     水野 敦子 開発経済 

     深川 博史 農業政策 

     藤井 秀道 現代日本経済論 

     與倉  豊 産業配置 
産
業
分
析 

     堀井 伸浩 産業構造 

◎※     鷲崎 俊太郎 日本経済史 

◎     北澤  満 日本経済史 

◎     藤井 美男 西洋経済史 

 ◎    大坪  稔 経営政策 

企
業
分
析 

 ◎    岸野 早希 経営労務 

 ◎    中本 龍市 経営管理 

 ◎    内田 大輔 日本経営論 

  ◎   丸田 起大 管理会計 

  ◎   大石 桂一 企業会計 

  ◎   潮﨑 智美 財務会計 

  ◎   小津 稚加子 国際会計 

 

注) 以上は 2019年度開始時点の情報に基づくが、実際の開講にあたっては、教員の海外研修・新規 
採用、その他の事情により、一部で追加や変更が生じる可能性がある。 

 
※「経済史Ⅰ」のみ推奨 
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６．教員別ゼミ募集要項 

 

＊経済・経営学演習（経済分析系）･･････････････････････････････････････････････････････9  

＊経済・経営学演習（産業分析系）･････････････････････････････････････････････････････22 

＊経済・経営学演習（企業分析系）･････････････････････････････････････････････････････32 

＊経営工学演習  ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････42 
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経済･経営学演習  （加河 茂美 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 環境経済システム論 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  加河茂美 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 環境問題、資源問題、自然災害問題に

関心があること キーワード 
パリ協定、環境規制、産業、企業、製品、都

市、地球温暖化、循環型社会、環境問題、持

続可能性、自然災害 

全体の教育目標 

環境経済システムという大きな枠組

みだけでなく、個別の環境規制策の有

効性にも焦点を当て、現代の環境・資

源問題の核心について学ぶ。現場見学

、他大学ゼミとの合同セミナー、グル

ープ学習などを通して、探究心、考察

力を養う。 

個別の学習目
標  

授業の概要 
3-4年合同でゼミを行う。 
3年生前期：教科書・参考書の輪読・発表（例：環境経済学をつかむ（栗山浩一・馬奈木俊介著）、環境評価入門（鷲田豊明

著）、経済効果入門（地域活性化・企業立案・政策評価のツール）（小長谷一之・前川知史）など） 
3年生後期：各自関心のある環境・資源・災害問題をテーマにして研究し、発表・質疑を通して問題の本質を理解し、問題解

決に向けた政策提言を目指す。 
4年生：各自関心のある環境・資源・災害問題をテーマにして研究し、発表・質疑を通して問題の本質を理解し、問題解決に

向けた政策提言を目指す。 
授業計画 
3 年生前期：教科書・参考書の輪読・発表・質疑、現地調査、 
3年生後期・4年生：自分の問題意識のブラッシュアップ→研究テーマ案の発表→研究テーマの確定→研究→中間発表（9月合

同セミナー）→研究→研究発表会・表彰（1月） 
授業の進め方 
ゼミ形式 

教科書及び参考図書 
環境経済学をつかむ（栗山浩一・馬奈木俊介著）、環境評価

入門（鷲田豊明著）、経済効果入門（地域活性化・企業立案・

政策評価のツール）（小長谷一之・前川知史） 
試験・成績評価の方法等 
平常点で評価する。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 
4 月：花見＆新ゼミ生歓迎会                
5 月～7 月：バーベキュー、登山、海釣り、スポーツ大会、現場見学 
7 月：ゼミ旅行（2019 年度は壱岐） 
8 月：暑気払い                          
9月：合同ゼミ（2019年度は谷川ゼミ（名古屋大学）、橋本ゼミ（立命館大学）、重富ゼミ（長崎大学）と和歌山県・那智勝浦温泉で実施） 
10 月：合同バーベキュー（北澤ゼミ・瀧本ゼミ・藤井（秀）ゼミ） 
11 月：ゼミ同窓会、登山、海釣り、スポーツ大会など 
12 月：忘年会など。活動内容の詳細は、ゼミ生のサイト：http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/~kagawa/Zemi_homepage/を参照 

応募に当たっての注意 
当ゼミ希望の学生は下記のゼミ説明会に 1 回は参加してください。 
第 1 回ゼミ説明会：11 月 22 日（金）17:00-17:45 
第 2 回ゼミ説明会：12 月 20 日（金）17:00-17:45 
第 3 回ゼミ説明会：1 月 10 日（金）17:00-17:45 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （八木 信一 ゼミ） 

 授業科目名 経済・経営学演習 講義題目 人口減少社会における自治体
地域政策と地方財政 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 八木 信一 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 とくになし キーワード 持続可能な社会、自治体地域政策、地方
財政、図書館、まちづくり、公共サービス 

全体の教育目標 
広い意味で「地域」と主体的に 

関わることのできる人材を養成 
すること。 

個別の学習目
標 

「地域」について「どうなるか」ではなく、「ど
うするのか」を具体的に提言できるようにな
ること。 

授業の概要 
人口減少と経済のグローバル化が進むなかで、日本においても「地方分権」、「地域主権」、そして近年では「地

方創生」という名称のもとで、地域から持続可能な社会をつくるための諸改革が行われてきた。これらの成果につい
ては賛否両論あるが、地方自治体による地域政策（以下、自治体地域政策）のイノベーションと、それを促す分権型
の地方財政制度の構築が大きなテーマとなっていることは見逃せない。そしてこのゼミでは、この大きなテーマに果
敢に挑んでいく。そこではとくに、地方財政やそれに関わる自治体地域政策の実際と、これらの背後にある理論や
思想との往復運動を絶えず試みることによって、演習参加者が自治体地域政策に関わる政策設計能力を養えるこ
とを目標としたい。 
授業計画 

３年次前期は、地方財政と自治体地域政策に関わる文献を輪読する（地方財政の標準的なテキストに加えて、本
年度は「図書館によるまちづくり」に関連する文献も取り上げる）。また、ゼミ論文の執筆準備も並行して行う。後期は
、ゼミ論文の執筆を行う。４年次前期は３年次生と合同で演習を行い、後期は３年次生のゼミ論文を支援する役割等
を担ってもらう。 
授業の進め方 

文献輪読は①報告、②内容理解のための質疑応答、
③議論（受講者数が多い場合はグループに分けて行う）、
④教員からのコメント、⑤次回授業までに振り返りレポート
（800 字～1,200 字、３年次前期のみ）の提出、という順番
でおこなう。ゼミ論文については、事前に論文を送付して
もらい、それをもとに担当教員等がコメントを行う。 

教科書及び参考図書 
【教科書（前期輪読予定分）】 
①菅谷明子（2003）『未来をつくる図書館』岩波新書。 
②猪谷千香（2014）『つながる図書館』ちくま新書。 
③片山善博・糸賀雅児（2016）『地方自治と図書館』勁
草書房。 

④沼尾波子ほか（2017）『地方財政を学ぶ』有斐閣。 
試験・成績評価の方法等 

規定の出席回数を前提にしたうえで、演習活動の発展
に対する貢献を総合的に判断して評価する。 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけ

が登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

このゼミの最大の企画は、３年次におけるゼミ論文である。ゼミ生自らが自治体地域政策に関わるテーマを

設定し、3 名程度を 1 グループとして文献整理、統計分析、および現場調査に基づいてゼミ論文を作成する。

また、この論文では政策課題の指摘だけでなく、それらの課題を現実的に解決するための政策提言も含んでも

らう。そして、調査先での研究成果報告等を行い、研究成果の社会還元を行うことを最終目的とする。（なお、こ

れまではゼミ論文をもとに他大学とのインゼミを開催していたが、本年度以降しばらく行わない。） 

応募に当たっての注意 

【ゼミ選考について】  

①ゼミ選考は申込書（および面接を行う場合もあり）に基づいて行うが、準備状況を加点の材料とする。 

②申込書については記述された内容と分量で評価するが、「志望動機」と「これまでの大学（編入生の志望者

については、卒業した高専や専門学校等でよい）生活で得たもの」は必ず含めること。 
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③面接については、応募人数に関係なく、申込書の内容と分量だけでは意欲や能力等が十分に把握できな

い志望者に対してのみ行う。（なお、面接に応じなかった場合は不合格となるので、注意すること。） 

④準備状況については、(1)ゼミ情報を提供するMoodleへのアクセス、(2)ゼミ説明会への参加、(3)教員への個

別相談（アポイントメントをとったうえでの教員室への来室だけでなく、メールでの相談も可）、これら３つによ

って構成される。このうち、教員への個別相談は、ゼミ説明会にやむを得ず参加できなかった者への対応を

含む。いずれも任意であるが、これらの機会を通した積極的な情報収集を期待している。なお、オープンゼミ

は開催しない。 

⑤Moodle での資料掲載やゼミ説明会の案内等の情報提供は、Twitter（@yatsukiclasqdai）でも行うので、適宜 

確認してほしい。 

 

【その他について】 

①４年次生以上からの新規参加も認めるが、求める学習内容や学習水準は３年生と全く同じであり、ゼミ論文

の執筆も義務づける。 

②このゼミの特徴は、「地域という現場」と「書くこと」へのこだわりである。地域という現場における様々な課題に

しっかりと向き合いたい人、そしてその過程を通して自ら考えたことや学んだことについて書くことで表現した

い人は、とくに歓迎したい。これらは一見して地味であるかもしれないが、グローバル社会で求められる姿勢

や能力と根底的なところでは共通するものである。なお、担当教員が抱いている「地域という現場」と「書くこ

と」へのこだわりについては、八木信一・関耕平（2019）『地域から考える環境と経済─アクティブな環境経済

学入門』有斐閣を読んでほしい。 

③地方財政に関わる内容を含んでいるので、公務員志望者も一定の関心があると思われるが、このゼミを受講 

することによって公務員の一次試験において優位に働くことは全くない。他方で、二次試験以降（論述試験 

および面接試験）においては、これまでのゼミ卒業生たちの就職実績を鑑みると、ゼミを通した「厚みのある 

学習経験」が大きくプラスに作用するようである。しかし、このゼミの最大のアドバンテージは「公務員として何

がしたいのか（また何ができるのか）を模索できること」にある。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （前田 真一郎 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 グローバル化と金融 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  前田真一郎 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 特になし。 キーワード 金融システム、グローバル化、フィン
テック、金融危機、金融規制 

全体の教育目標 
研究を通して、自ら考える力を
伸ばし、自分の意見を論理的に
述べるようになる。 

個別の学習目
標 

グローバル化する経済のなかにおける
金融の役割について自ら考察する。研
究成果報告を通じたコミュニケーショ
ン能力の向上を図る。 

授業の概要 
金融の理論を踏まえたうえで、現代において世界的に進んでいる事象（例えば、シェア経済やキャッシュ
レス決済など）をもとに、その広がりと金融との関係を幅広い視点で見ていく。演習では、各グループで
の研究発表および全体討論を行う。そのうえで、研究成果をプレゼンテーション大会またはインターゼミ
等で発表する（発表する大会等は、ゼミで話し合いのうえ決定する）。 
演習は、3年生と4年生とは別に行うが、必要に応じて合同とすることもある。 
授業計画 
第１回 ガイダンス：ゼミの進め方とゼミでの研究について話し合い、目的意識を共有する。 
第２回以降 研究発表・討論：各グループでの研究発表および全体討論を行う。 

授業の進め方 
いくつかのグループに分かれてテーマを選び、研究発
表・討論を行います。 

教科書及び参考図書 
【教科書】必要に応じて指示します。 
【参考書】必要に応じて指示します。 
 

試験・成績評価の方法等 
平素の成績100％。 
（4年時は、平素の成績30％、ゼミ論文70％。） 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

ゼミ生の自主性を重視します。グループごとの発表は、質疑応答の時間を長く設けて、ゼミ生同士で議論

し発展させていきます。日本とアメリカで証券アナリストをしていた経験も踏まえ、グローバルな視点で研究

を進められればと思っています。また親ぼくを深めるため、スポーツやゼミ合宿を行います。合宿等

を通じてもゼミ生全員が親しくなり、卒業後も長い付き合いができればよいと思っています。 

応募に当たっての注意 

ゼミ説明会を 2 回に分けて行います。ゼミ説明会は 1 時間設定してあり、自由参加とします（途中参加

可）。説明会には、教員に加え現在のゼミ生も参加し、個別に質疑応答の時間も設けます。参加できない

場合は、メール（maeda@econ.kyushu-u.ac.jp）のうえ、個別相談に応じます。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （岩田 健治 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 現代の国際金融 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 岩田 健治 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 
基本科目「国際経済学」を履修
していることが望ましい。3-4年
通しの履修を基本とする。 

キーワード 国際金融、金融グローバル化、金融危
機、国際通貨、金融・通貨統合、Fintech 

全体の教育目標 
国際金融に関する基本的視座の
獲得。グループ研究を通じたコ
ミュニケーション力の向上。 

個別の学習目
標 

国際金融の現実的･具体的諸問題の発
見と独自の分析。 

授業の概要 
本演習では、現代の国際金融について学ぶ。演習は基本的に3-4年別個に進めるが、必要に応じて合同と

することもある。3年次では、国際金融について書かれたテキストを読み、基礎的知識を身につける。その
上で、秋に開催される国際金融インターゼミナールに向け、複数のテーマを設定し、チーム毎に論文作成
やプレゼンテーションの練習を行なう。4年次では、経済学の古典の講読を行いながら、3年次での経験を
もとにゼミ論文を完成させる。 
授業計画 
第1回 ガイダンス 
第2回～ テキストの講読およびインターゼミ･ゼミ論文に向けた準備 
授業の進め方 
報告者、質問者、司会者を順番に割り当てて、順
次テキストを読み進める。 

教科書及び参考図書 
【教科書】第1回目のゼミで指定する。 
【参考書】ゼミの進行に従い随時紹介する。 

試験・成績評価の方法等 
3年生：平素の成績 100％。 
4年生：平素の成績30%、ゼミ論文70%。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登録
できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

* 国内主要大学の国際金融系ゼミとのインターゼミなど、企画が充実した、やりがいのあるゼミです。 
* インターゼミや就職活動では、頼れる先輩が親身になってサポートしてくれます。 
* コンパ、合宿などを通じて、3-4 年生間の親睦を深めます。 
* ゼミ活動の詳細は Facebook https://www.facebook.com/k.iwata.seminar（九州大学経済学部 岩田

ゼミナール）で知ることができます。 
* 教員のプロフィール（研究･教育内容）： http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/~iwata/index.html 
応募に当たっての注意 

* 採用に当たっては志望理由書を重視します。グローバルな金融や通貨などのトピックに少しでも興味があ

る人は、オープンゼミやゼミ説明会に積極的に参加し、是非応募して下さい。 
【ゼミ説明会】 応募を考えている人は選抜基準などの話もしますので極力参加してください(日程は 5 ㌻参

照)。都合により参加できない人は岩田 iwata@econ.kyushu-u.ac.jp まで連絡してください。 
【オープンゼミ】 2019 年 12 月 5 日(木)、2020 年 1 月 9 日(木)の 5 時限に E2030 教室で行います(自由

参加、出入り自由)。お気軽にどうぞ！ 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル   ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （清水 一史  ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 世界経済と東アジア 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  清水 一史 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 
できれば経済の基礎科目や国

際経済学を履修しておいてほし
い。 

キーワード 
世界経済、東アジア、貿易、投資、経
済統合、経済発展、工業化、AEC、
CPTPP（TPP11）、RCEP、米中貿
易摩擦、保護主義  

全体の教育目標 
世界経済と東アジア経済を

総合的に理解する。現実の経済
を理解出来るようになること
を目指す。 

個別の学習目
標 

世界と東アジアの貿易･投資、経済統
合、東南アジア・NIES･中国の経済発
展を理解する。 

授業の概要 
世界経済や東アジア経済について、数冊のテキストを扱い皆で議論します。最近扱ったテキストとして

は、石川幸一・清水一史･助川成也編『ASEAN経済共同体の創設と日本』文眞堂、石川幸一・朽木昭文
・清水一史編『現代ASEAN経済論』文眞堂、山澤逸平・馬田啓一・国際貿易投資研究会編『通商政策の
潮流と日本』勁草書房、末廣昭『キャッチアップ型工業化論』名古屋大出版会などがあります。後期
には4年生の卒業ゼミ論文報告や3年生の自由研究報告等を行います。ゼミは3-4年合同で行います。また院
生も助言してくれます。 
授業計画 

第1回はガイダンスで、ゼミの進め方やゼミでの研究について解説します。またテキストを選定し今後の
計画を決定します。以降については、第1回の際に参加学生と相談の上、決定します 

授業の進め方 
テキストの報告者を毎回数人割り当てて、報告者

は、報告レジュメを作成し、論点を提示します。ま
たテーマに即して資料を添付します。その後、報告
者の論点並びに各自の論点について、皆で議論しま
す。 

教科書及び参考図書 
【参考書】石川幸一・清水一史･助川成也編
『ASEAN 経済共同体の創設と日本』文眞堂、石
川幸一・朽木昭文・清水一史編『現代 ASEAN 経済
論』文眞堂、アジア政経学会編『現代アジア研究：
越境』慶應大学出版会、清水一史『ASEAN 域内
経済協力の政治経済学』ミネルヴァ書房等。 

試験・成績評価の方法等 
平素の成績で評価します。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

 *オープンゼミは、2020 年 1 月 7 日（火）17 時 30 分～18 時 15 分（E-E-203 教室）で行います。 

*ゼミでの報告と対話、ゼミの行事等を通して、将来に向けても役立つ事をしっかり学べるゼミと思います。 

*勉強や就職に関しても諸先輩や院生が支援してくれます。 

*大学院への進学を希望する人も是非志望して下さい。 

*ゼミの行事としては、他大学との合同ゼミ、工場見学、バーべキュー大会、同窓会等を開催しています。 

*他大学との合同ゼミでは合同ゼミ合宿を行います。2018 年度は「現代世界経済の諸問題」をテーマとし

て、「メガ FTA と保護主義の台頭」、「ASEAN と日本―かけがえのない経済的パートナーとして―」、

「ASEAN で活発化するスタートアップ」、「観光産業の課題と展望―ASEAN 地域の将来性―」、「AI が
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労働に与える影響」、「地方からの人口流出」等の合同発表会と合宿を行いました。 

*他大学の先生、外務省や JICA（国際協力機構）等の方をお呼びしての講演等も行います。 

*卒業生をも含めて、同窓生のつながりも重視し、同窓会も定期的に開催しています。 

応募に当たっての注意 

* ゼミ説明会にできるだけ参加しておいて下さい（もし選抜が必要になった場合についても解説しま

す）。 

* ゼミ選抜基準では、志望理由と動機・やる気を重視します。 

 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   ■手書き   □Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   ■手書き   □Word ファイル  □いずれも可 
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経済･経営学演習  （石田  修 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 現代経済とグローバルビジネス 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開講学
期等 

通常講義 通年 
担当教員名  石田修 

授業対象学生 
及び学年等 

3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 国際経済学の単位修得 キーワード 
富の格差、反グローバル化、米中貿易戦争 
GAFAとプラットフォーム、金融モデルの変容 

全体の教育目標 

□ 人の意見を聞く力、プレゼン
テーション力、グループ討論
力など「社会人基礎力」の向
上 

個別の学習目標 

□ グローバル・ビジネス、金融システム、
世界経済など、現代経済への洞察力を習
得。 

□ 古典から現代経済への示唆を読み取る。 

授業の概要  
□ プレゼンテーションや討論などの能力を引き上げる練習の「場」の形成、失敗しても大丈夫 
□ ３・４年生合同で、4限目と5限目（例年、1時間報告、休憩をいれて、1時間討論の2時間） 
□ 指定したテキストを2年間で2回読むことで深く理解できるように工夫。なかでも、とても示唆に富む古典であるペ

ンローズの『企業成長の理論』を読み、現代のビジネスや経済へ応用できるアイデアを探る（一人で読むと難解です
が、ゼミにおいて集団で討論し、教員が解説し、現代的重要な示唆を解明していきます） 

□ 前期は国際経営・国際経済の基本知識に関するテキスト 
□ 夏合宿では①日本・中国・アジア、②アメリカ、③EUという３地域動向と、3地域の相互関係をグループ学習 
□ 後期は、グローバル・バリューチェーン、GAFA、金融ビジネスモデルなど現代経済・世界経済の重要なテーマ 
授業計画  
□ 第1回 ガイダンス、ゼミの進め方と年間スケジュールを確認 
□ 第2回以降、報告者と司会者を決めて、討論を進めます。富の格差、国際金融危機を誘発、Appleなどのプラットフ

ォーマーの形成、米中貿易戦争の背後に要因など、多面的ビジネス・経済現象をとりあげる 
□ 報告を基にした、グループ討論 
授業の進め方 
□ 報告者と司会者の2名で担当のゼミの報告と討論

の企画を行い、責任をもって進行 
□ 自分の考えを、相手に伝える能力を磨くために、

演習の最後には、問題点と改善点を点検 
□ 最新のテーマを学生諸君と相談しながら取上げる 

教科書及び参考図書 昨年度を例に 
①猪俣哲史『ググローバル・バリューチェーン』日本経済新聞、
②ノミ・プリンス『中央銀行の罪』早川書房、③熊倉正修『日本
のマクロ経済政策』岩波新書、④ロドリック『グローバリゼーシ
ョン・パラドックスス』白水社、⑤ペンローズ『企業成長の理論』
ダイヤモンド社、⑥エヴァンズ他『最新プラットフォーム戦略』 

試験・成績評価の方法等 
□ 平素の成績（プレゼンテーションの内容、司会の

進め方、討論の積極性などを評価） 

その他 
□ 『日本経済新聞』や『エコノミスト』『日経ビジネス』『東

洋経済』『週刊ダイヤモンド』などの経済誌を読むように心
がけてください 

ゼミの企画、その他特記事項 

□ 夏のゼミ合宿では、グループ研究を行います。世界経済の構造をアジア、米国、EUの  地域および地域間駅

に目を向け、金融と生産の両面から，広い視野の思考訓練。そのあとは、バーベキュー・小旅行。 

□ ゼミ論があり、毎年印刷・冊子まとめる。 

応募に当たっての注意  

□ 3年と 4年の 2年間の履修が必要です。 

□ ゼミ説明会への参加は自由。説明会に参加できない場合は、メールにて予め予約し、面談で説明します 

□ ゼミはオープンです。参加したい場合は、メールで連絡してください。。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

第１次募集   □手書き   ■Wordファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Wordファイル  □いずれも可 
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経済･経営学演習  （篠﨑 彰彦 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 情報化とグローバル化の経済学 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  篠﨑彰彦 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 
履修条件 誠実な意欲と熱意 キーワード 情報技術、グローバル化、経済発展 

全体の教育目標 
未知の問題に直面した際、大学で
経済学を学んだ者にふさわしい思
考と判断ができるようになろう! 

個別の学習目標 
技術と経済を念頭に、実態把握に必要な情
報･資料収集、先行調査の整理法、基本的
統計処理方法、ブレーン･ストーミング型ディ
スカッションなどのスキルを身につける。 

授業の概要 
・ゼミでは、「情報化」が企業、産業、経済にどのような影響を与えているか、現実の動きにも目配りしながらグローバル
な視点で理解を深め、思考力と分析力を高めます。 

・まず、情報の収集方法と整理の仕方、実態の把握と経済学的な理解の方法をブレーン・ストーミング型のディスカッショ
ン（ディベート型ではありません）で身につけていきます。その上で、レポート･論文の作成方法、統計的事実の捕捉と処
理の方法などを学んでいきます。 

・原則として年次別に毎週４-５限目連続で進めますが、各学期に合同ゼミを行い前後の年次の交流も深めます。 
授業計画 
・3年次は、情報や文献資料の収集方法、基本的な統計処理法などを身につけ、情報経済、経済発展、企業経済の基本

概念と情報化やグローバル経済の現状について、ゼミ生全員が学識を共有できる演習を重視します。この過程で複数

の入門書、論文、報告書の輪読を行う予定です（日本語文献と英語文献）。 

・4年次は、ゼミ論集の完成を目標に、各自で具体的なテーマを設定し、分析、報告、執筆の作業を主体的に進めます。 
・演習を通じて、明快で根拠に依拠した説明力･振る舞い力（課題設定力、資料作成力、対話力）を身につけます。 
授業の進め方 
･３年次では、共通のトピックスについて、各自がレジュメを作成し、ゼミ生全員で多
様な観点からディスカッションしていきます。 
･基本文献や資料に加えて、最新の経済問題も積極的に取り上げ、現実の動きから
本質へと理解を深めます。 
･エクセルを使った初歩から学ぶデータ処理方法の実習も一部行う予定です。 
･最終的には、全体テーマの中で各自が興味を持った内容の調査･研究を深め、４年
次でゼミ論を完成させます。 

教科書及び参考図書 
･適宜指定します。 
･英文の資料もあります。 
･昨年度は『情報技術革新の経
済効果』、『情報通信白書』、
World Development Report: 
Digital Dividends, World Bank
などを利用しました。 

試験・成績評価の方法等 
①事前準備の取り組み姿勢、②報告者としての発表姿勢、③ディスカッションへの
参加姿勢など平素の貢献度合いを全面的に考慮します（無断欠席や他のゼミ生の
意欲を削ぐような姿勢が続く場合、改善がみられないと単位は認められません）。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認め
られた学生だけが登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 
・ゼミの運営は、年次ごとの個性と自主性を尊重します。前後の年次のゼミ生との交流、フィールドワーク、自主ゼミ（サ

ブゼミ）、懇談会（学期の節目の宴会）、合宿など、ゼミ生による主体的な活動を奨励しています。 

・大学入学後、少しダラけた自分を反省しつつ、これから少しは勉学面を充実させて変化したい! と思っている学生にもっ
てこいのゼミです（今の延長線で成長しなくていい、「変化」することが大切、それが「発展」につながります）。 
応募に当たっての注意 
・演習参加希望者は、募集期間中に篠﨑研究室[E-E-513]を個別に訪ねて参加希望理由などを述べてください（１月９日
～１６日を予定していますが、正確な日時はゼミナール掲示板等で別途アナウンスします。アポイントは不要です）。 
・オープンゼミ(予定)は１２月１０日（火）、１７日（火）、１月７日（火）Ⅳ～Ⅴ限目E-208教室です。自由に聴講して下さい。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可（できれば手書きが望ましい） 

  第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可（できれば手書きが望ましい） 
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経済･経営学演習  （水野 敦子 ゼミ） 

授業科目名 経済･経営学演習  講義題目 途上国経済の実態と課題 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ （記入不要） 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  水野敦子 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 自由選択科目「開発経済」を受
講すること キーワード 開発経済、農村開発、開発政策、格差

・貧困、産業化、労働力移動 

全体の教育目標 

開発経済の知識、理解を深め
るとともに、グループ学習や議
論、報告を通じて具体的課題の
考察力、ディベート力、発信力
の向上を目指す 

個別の学習目
標 

途上国の経済開発に関する基礎的理
論を総括的に学ぶとともに、開発途上
国の具体的開発課題について、自ら研
究課題を設定し考察を深める 

授業の概要 
3年生では、まず開発経済の基本的な理論や知識の習得を目指し、テキストを精読します。そのうえで、

参加者の関心に応じて、開発途上国が直面している開発課題について研究課題を設定し、グループで研究
を行います。4年生は、開発経済に関する学術論文を輪読するとともに、個別研究について順に発表し議論
を深めます。研究成果は、3年生はグループ研究レポートに、4年生はゼミ論文にまとめます。3、4年生合
同を基本としますが、適宜別に行うこともあります。 
授業計画 
3 年生：（1〜10 回）開発経済に関する基礎的文献の輪読。（11〜20 回）グループ研究、学術論文の輪読。 
（20〜30 回）研究報告、研究レポートの作成。 
4年生：（前期）学術論文の輪読、研究課題の設定、（後期）資料の収集とその分析、ゼミ論文の作成。 
授業の進め方 

テキスト輪読、グループ・個別研究は、報告者を順
番で割り当てます。学生諸君の発表、討論が中心。 

また、適宜学外での活動を実施します。 

教科書及び参考図書 
【教科書】適宜指定 
 
【参考書】適宜指定 
 

試験・成績評価の方法等 
輪読の報告20%、ゼミ議論への貢献20%、グループ

および個人研究30％、研究レポート、ゼミ論30％ 

その他 
演習参加申込行い受講を認められた学生だけが登

録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

グループ研究の完成、ゼミ論の作成は単位取得の必須条件です。ゼミでの能動的な学びによって、授業

では身に着けることができない能力を向上させることができます。その他のゼミ活動においても、学生の主体

的な企画を歓迎します。2019 年度の例： 9 月ゼミ合宿（熊本県阿蘇）、12 月インナーゼミ（堀井ゼミ、鷲崎ゼ

ミ、北澤ゼミ、水野ゼミ）など。 

応募に当たっての注意 

希望者は、ゼミ説明会に必ず出席すること。やむを得ず、出席できない場合は、応募前に連絡、相談して

ください。ゼミ説明会および１２月１４日（土）開催予定の４ゼミ研究報告会で、当ゼミ３年生のグループ研究の

発表がありますので、関心のある人は聴講してください。応募者には、簡単な面談を行います。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ☑いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ☑いずれも可 
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経済･経営学演習  （深川 博史 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 グローバル下の社会変動 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  深川博史 授業対象学生 
及び学年等 ３年以上 

単位数 ４単位 

履修条件 とくになし キーワード グローバル化、農業、地域、技術、人の
移動 

全体の教育目標 グローバル下の社会変動につ
いて学ぶ。 

個別の学習目
標 

グローバル化、農業、地域、技術、人の

移動などについて、研究課題を設定し

考察を深める。 
授業の概要 
 
１． 学期の最初に、ゼミ教員と学生がテキストについて相談し、選定したテキストを一緒に読んでいきます。想

定されるテキストのテーマは、グローバル化、農業、地域、技術、人の移動、などです。 

 

２． ゼミでは、担当者の報告後に、グループ・ディスカッションを行い、グループ単位で質問事項を話し合いま

す。質問への回答や説明については、ゼミ教員が報告者をサポートします。 

 

３． ゼミは、３・４年合同の予定です。ゼミの進め方については、事前に皆さんに相談します。  

 
授業計画 
 
１． 授業の流れ 

前期はテキストを輪読し、後期は輪読に併行して、自主研究を行います。前期のテキストのテーマは、グ

ローバル化、農業、地域、技術、人の移動、などの予定です。 

 

2019 年に使用したテキストは、以下です。 

【論文】山下一仁「IT・AI 技術と新しい農業経営学」RIETI ポリシー・ディスカッション・ペーパー

17-P-017、山下一仁「AI 農業は本物か？」『金融財政ビジネス』2017.4.6。中根敏江「日本における飼

料用米生産の普及とその地域的意義」『国士舘大学地理学報告』No.25。 

【書物】藻谷浩介『里山資本主義』角川書店、アナリー・サクセニアン『最新・経済地理学』日経 BP、山田

盛太郎『日本資本主義分析』岩波書店。 

 

２． 自主研究 

２０１９年度の３年生は、チームを作り自主研究を行っています。夏休み前に仮テーマ発表、秋に中間報

告、１２月末にゼミ論文提出となります。分量は各チーム、A４版８～１２枚程度です。 
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３． ゼミ論指導 

ゼミ論文の書き方については、前期に「研究テーマ設定の方法」、後期に「論文の書き方」「引用・注

釈の手法」と題して、ゼミ教員が、説明の時間を設けます。資料調査の方法、論文作成の技術などを説

明し、ゼミ論文を書くことができるように指導します。 

ゼミ論は、テーマ設定がやや難しいため、ゼミ終了後に、相談の時間を設けています。 

 
授業の進め方 
最初は、ゼミ教員が説明を行い、その後は、相談に

より報告者を決めて、順番に報告を担当して頂きます。 

教科書及び参考図書 
【教科書】グローバル化、農業、地域、技術、人の
移動に関わる論文・書物から選定します。 
【参考書】 

試験・成績評価の方法等 
 
出席状況やゼミ報告などにより総合的に評価します。 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できます。 

ゼミの企画、その他特記事項 

１． 年間スケジュール 

各学期の初めに、ゼミ教員が、合宿、ゼミコン、報告担当などの、暫定スケジュールを提案して、皆さんと相

談します。２０１９年は、院生や留学生も参加して、9 月にゼミ合宿を行いました。アイランドシティのコンテナ

ターミナル基地見学。志賀島神社。旅館で論文輪読の後、野外バーベキューで懇親を深めました。他に、

毎年 11 月頃に、ゼミ卒業生との親睦会が恒例になりつつあります。懇親会は、新歓、追いコンなども含め

て、年に 4 回程度行っています。 

 

２． 現在のゼミ生数 

２０１９年１１月現在のゼミ参加学生は、３年６名（１名留学中）、４年９名、院生４名の計１９名です。３年生は

全員、ゼミ長、ゼミ説係、合宿係などを分担します。 

 

３. ゼミ教員への相談 

ゼミ論や進路など、相談事項のあるゼミ生は、ゼミ終了後の教室や、ゼミ教員室で相談できます。ゼミ生に

は、アポイントなしで教員室を訪問可と伝えています。 

 

応募に当たっての注意 

ゼミ参加希望学生は、ゼミ説明会に参加してください。ゼミ説明会に出席できない人は、ゼミ教員までメ

ール等で連絡してください。fukagawa@econ.kyushu-u.ac.jp   ゼミ参加に際しては、意欲を重視します。 

 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル   ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル   ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （藤井 秀道 ゼミ） 

 授業科目名 経済・経営学演習 講義題目 企業の生産性とESG経営 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  藤井 秀道 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 企業データを活用した分析に 
興味・関心を持つ学生 キーワード 

生産性、ESG経営、特許データ 
持続可能な開発目標(SDGs)、 
第四次産業革命 

全体の教育目標 
経済学的な視点から物事を批判
的に考察し、代替案・改善案を
提案できる能力を身につける。 

個別の学習目
標 

1. 課題設定能力の育成 
2. 質問する能力の育成 
3. プレゼンテーション能力の育成 

授業の概要 
・ゼミでは「生産性」及び「ESG経営」をキーワードとした調査テーマについて、政府、企業、消費者な

どの様々な視点から理解を深めていきます。特に企業の視点では、企業の財務データや環境・社会に関連

したデータセットを活用し、企業の競争力を高める上での課題や具体的な取り組みについて、調査・分析

を行います。 
・研究活動を通じて明らかにするテーマを設定し、研究目的及び研究仮説を構築します。研究仮説の検証

を進めるために、様々なデータを利活用します。データの加工・分析を行う上で、PCスキルが必要となり

ますので、PCスキルの向上についても、学習ソフトウェアの提供などを通じてサポートします。 
・3年次は、3-4名の学生でチームを構築し、共同研究で調査を進めます。ゼミは3-4年合同で行います。 
授業計画 
3年生前期：教科書・参考書の輪読・発表を行い、研究テーマの絞込みを進める。 
3年生後期：研究課題の設定⇒先行研究調査・データ収集・分析の実施・考察⇒政策提言⇒発表会での報告 
4年生：研究課題の設定⇒先行研究調査・データ収集・分析の実施・考察⇒政策提言⇒発表会での報告 
授業の進め方 
演習形式で行います。受講生による調査内容の報告及
び質疑・討論を中心に進めていきます。 

教科書及び参考図書 
【教科書】適宜指定します。 
【参考書】適宜指定します。 

試験・成績評価の方法等 
平素の成績で評価します。 
(特に、ゼミでの発表内容・質問内容を重視します) 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

・イベントは、令和 1 年度では、歓迎会(4 月)、前期お疲れ様会(8 月)、加河・北澤・瀧本研究室との合同

BBQ(10 月)を実施しており、今後も忘年会(12 月)、卒論報告会(3 月)、送別会(3 月)を企画しています。 

・ゼミ論文を作成し、報告してもらいます。 

応募に当たっての注意 

・ゼミ説明会に参加できない学生は、教員にメールで連絡を行い、個別に研究室を訪問してください。 

・配属希望者は、募集期間中に藤井秀道研究室(E-E-527)を訪問し、興味がある研究テーマと希望理由

を教えてください。事前に hidemichifujii@econ.kyushu-u.ac.jp に面談希望時間をメールしてください。 

・応募多数で選抜となった場合には、志望理由と成績の両方を重視します。 

・オープンゼミ(木曜 5限, E204)を 11/21, 11/28, 12/5, 12/12, 12/19, 1/9に開催します。自由参加です 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済･経営学演習  （與倉  豊 ゼミ） 

 授業科目名  経済・経営学演習 講義題目 経済地理学 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  與倉 豊 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 特になし キーワード 地域経済，地域振興，イノベーション
，都市，文化産業 

全体の教育目標 

経済地理学関連の学術論文の精
読，レジュメ作成，報告，ディ
スカッションを通じて，現代の
地域経済に関する実態の理解を
深める．なお，本ゼミでは卒業
論文の提出が必須となります． 

個別の学習目
標 

・文献研究により，独自の研究テーマ
を探索する． 
・基礎的な統計資料の収集・分析によ
り対象地域・産業の概要を把握する． 
・実態調査，論文作成 

授業の概要 
・ゼミでは地域経済や産業地域をめぐる様々な現代的テーマ（題材）に関して，「経済地理学」を土
台とした研究を遂行していきます．経済地理学は経済活動の地理的な側面に光を当てる学術分野なの
で，対象地域も対象産業もいろいろなものが考えられます．担当教員は製造業の研究を専門としてい
ますが，農業や商業，観光業，また対象地域も農山村から大都市まで広く関心を持っています．ゼミ
を通して学生の皆さんに経済地理学のもつ懐の深さを伝えたいと考えています． 
 
・ゼミは３・４年生合同で行いますが，３年生は事前に指定する経済地理学関連の学術論文に関して，レ
ジュメを作成し，報告します．また基礎的な統計資料の収集・分析など，地域分析の手法について指導し
ます．なお，年度末のゼミ最終回を締め切りとして，地域分析レポートを提出する必要があります． 
 
・４年生は各自で設定する研究テーマに関連した文献報告を行うとともに，対象地域，対象産業の調査を
行い，研究の進捗状況について報告します．以上の成果として，各自がゼミ論文（卒業論文）を提出し，
年度末には研究室の大学院生も含めて，発表会を実施します． 
 
授業計画 
第１回 ガイダンス：ゼミの進め方，文献探索の方法，レジュメの作り方について  
第２回以降 初回ガイダンスの指示に従い，文献報告，研究の進捗状況の報告を行う． 
ゼミ最終回 ４年生によるゼミ論文の発表会 

授業の進め方 
・演習形式で行います．文献報告においては，報告者以外も事前に取り上
げる論文を読み，論文に関する疑問，コメントなどを Moodle（九州大学
e ラーニングシステム）にて提出 してもらいます．参加者全員が論文を読
んでくることを前提としてゼミを進めますので，質の高いディスカッショ
ンを行うことが求められます． 

教科書及び参考図書 
【教科書】 

半澤誠司ほか編（2015）『地
域分析ハンドブック』ナカニ
シヤ出版． 

【参考書】 
松原宏編著（2014)『地域経

済論入門』古今書院． 
 

試験・成績評価の方法等 
ゼミでの報告，ディスカッションへの参加 50%． 
レポート，ゼミ論文， 50％． 

その他 
演習参加申込を行い受講を認め
られた学生だけが登録できる。 
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ゼミの企画、その他特記事項 

ゼミ生はオリジナルな研究の成果として，卒業論文を執筆する必要があります． 

卒業論文における調査の練習として，インタビューにおけるアポイントメントの取り方についても指導しま

す． 

応募に当たっての注意 

オープンゼミは 12 月 9 日（月曜日）の 13:30 から E-205 教室（イースト２号館５階）にて実施します．通

常のゼミの実施時間とは異なるので，注意してください． 

オープンゼミ，およびゼミ説明会への参加は任意（自由参加）ですが，教員と相談したい場合には，メ

ールにてアポイントメントをとってください． 

なお，講義題目の「経済地理学」の内容について詳しく知りたい場合は，以下の文献を参考にしてくだ

さい． 

・経済地理学会編（2018）：『キーワードで読む経済地理学』原書房． 

・松原宏編（2013）：『現代の立地論』古今書院． 

・山本健兒（2005）：『産業集積の経済地理学』法政大学出版局． 

最近の卒業論文のタイトルは以下の通りです． 

2018 年度 

●港湾の再開発とクルーズ振興―博多港を事例として― 

●宅配分野でのドローン活用とその地域的受容 

●大川家具産業の現状と課題 

●日本の空港民営化と福岡空港の在り方 

●大学のキャンパス移転が地域に与える影響―ゼンリン住宅地図を用いた地域分析― 

●ゲーミング産業の動向と日本版統合型リゾートの可能性 

 
2017 年度  

●出版不況時におけるリアル書店の新展開―武雄市図書館を事例として― 

●福岡市におけるゲーム産業の集積の現状と今後の課題 

●福岡市の ICT企業の集積について 

●Jクラブの運営と地域型経営についての分析 

●コンテツーリズムにおける観光動機に関する研究―予算額，訪問回数，年齢別に着目して― 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （堀井 伸浩 ゼミ） 

 授業科目名 経済・経営学演習 講義題目 中国産業の実証分析 

 授業科目区分 選択必修科目  授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  堀井伸浩 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 特になし。 キーワード 中国経済、日中産業比較、実証分析、
フィールドワーク 

全体の教育目標 

論理実証主義に基づいた研究分
析手法を習得。また中国人留学
生とのグループ研究を通じ、生
きた中国理解を促す。 

個別の学習目
標 

中国の産業分析を通じて、中国の経済
発展の動態に関する知見を得る。 

授業の概要 
本講義の教育目標は「仮説に沿ってデータを収集･加工し、分析結果をプレゼンテーションする能力」を学
生諸君に身に付けてもらうことである。ゼミを通じ、仮説を導き、それをデータで裏付ける科学的な論理
実証主義手法を習得できるように、授業計画を考案している。こうした分析能力は研究者を目指す学生諸
君はもとより、社会に出て実務に携わる諸君にも有用なスキルとなると確信している。また躍動する中国
経済についての実践的な知識の習得も目指す。 
ゼミ活動は学部生と大学院生（研究生）とがチームを組んで進めるグループ研究を主軸に進める。大学院
生の多くは中国人留学生であり、そのためゼミは日中の学生による国際的な知的共同作業の場となる。令
和元年度は「工業の空洞化」「医療機器産業」「動画配信産業」「アパレル産業」などのテーマについて
グループ研究を行っている。新たにゼミに入る新3年生は上記の現在動いているグループのテーマにとらわ
れることなく、自らの希望に沿って新たなグループを立ち上げることを奨励している。なおゼミは3-4年（
および大学院生）合同で行う。 
授業計画 
3年次： 
4月～7月 オリエンテーション、中国経済・産業分析・グループ研究の設定テーマに関連する文献の輪読 
8月 ゼミ合宿に向け、グループごとにリサーチワークに関するコンサルテーション 
   ゼミ研修旅行（行き先中国、日数7日程度。グループ研究のフィールドワークとの位置づけ） 
11月 ゼミ合宿（国内2泊3日） 
12月 北澤・鷲崎・水野ゼミとの研究発表会 
 
4年次： 
4月～7月 学生諸君と相談して決める 
8月 卒業（ゼミ）論文作成に向けたコンサルテーション 
9月 ゼミ研修旅行（詳細は3年次の説明を参照） 
11月 ゼミ合宿にて卒業（ゼミ）論文構想発表 
11月以降、随時卒業（ゼミ）論文指導 
12月 神戸大学梶谷ゼミとディベート討論会 
授業の進め方 
学生諸君の発表、討論が中心。課外活動（ゼミの準備
やゼミ合宿）もあり、原則出席が求められる。 

教科書及び参考図書 
適宜、別途指定する。 

試験・成績評価の方法等 
平常点を50％、研究発表や卒業（ゼミ）論文を50％で
評価。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 
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ゼミの企画、その他特記事項 
１） ゼミは週１回の本ゼミと不定期開催（おおむね月に１回）のグループごとにリサーチに必要な文献を輪

読するサブゼミで進められる。アウトプットは、ゼミ合宿時のパワーポイント、卒業時に作成するゼミ論

文となる（いずれもグループワークによる共同作成）。 
２） 毎年夏に中国の研修旅行を任意参加で挙行してきた。平成 21 年度は大連・瀋陽・上海、平成 22 年

度は山西省・内蒙古、平成 23 年度は湖北省・河南省・北京、平成 24 年度は山西省・江蘇省（南京、

蘇州）・上海を巡った。しかし日中関係の悪化から、平成 25 年度は海南省のみとなり、日数も大幅に

縮減せざるを得ない状況となり、H26年度と H27年度は休止となった。研修旅行は企業調査など得難

い学習機会であるとともに、ゼミ生同士が絆を強める良い機会となっているので極力実施したいと考え

ており、再び H28 年度は天津・北京、H29 年度は広東省（深セン）、H30 年度は上海、R1 年度は天津

で再開が可能となった。目下のところ、日中関係の改善が進んでいるので実施する方向で考えている

が、日中関係が極度に悪化する事態となれば再び休止する可能性もあることを一応明記しておく。 
３） ゼミ合宿は国内で 2 泊 3 日で行うのが通例である。リサーチ成果の報告を行う真面目な合宿である

が、パターゴルフをやったり、アフターゼミも色々と思い出深いものがあります。 
４） 北澤・鷲崎・水野ゼミと共同研究発表会を平成 21 年度より実施しており、令和元年度も 12 月

に実施予定。また神戸大学の梶谷懐ゼミとディベート方式のインゼミ討論会（4 年生が参加）

も平成 24 年度より実施している。 
５） ゼミの詳しい活動などについては、http://www.en.kyushu-u.ac.jp/horii/top.htmlを参照（でも最近

全然更新できてません、すみません）。あるいはメールで問い合わせて下さい。 

応募に当たっての注意 
ゼミ選抜基準は志望理由重視です。他の条件は何もありません。このゼミに対して何を期待するか、自分

は何を貢献できるか（売り込めるか）を記述して下さい。 
ゼミ説明会は入ゼミ後のミスマッチなどを未然に防ぐためにも極力参加してもらいたいと思いますが、ゼミ

説明会に参加してないことが選考に影響を及ぼすことはありません。ゼミ説明会に参加できなかった学

生さんでゼミのことについて不明な点、聞きたい質問などがあれば遠慮なくメールを下さい。 
 オープンゼミは実施しません。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 
  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

    第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （鷲崎 俊太郎 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 日本経済史と空間経済学 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  鷲崎 俊太郎 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 経済史Iの履修が望ましい キーワード 日本経済史・都市経済・長期経済分析 

全体の教育目標 
現代都市経済の諸問題を，歴史
的経緯と照らし合わせながら，
分析できる能力を身につける 

個別の学習目
標 

ライブラリー，ICT，ロジカル・シンキ
ング，プレゼンテーション，論文など
リテラシーの養成 

授業の概要 
・徳川期～近代の日本経済について，現代の諸問題と照合しながら分析できる能力を身につけます。とく
に，都市や空間，土地不動産における社会経済メカニズムの発生起源や問題の推移などを，長期時系列的
な視野を持って分析，検討していきたいと思っています。 

・通常のゼミは，①：テキストの輪読，②：半季に1度は校外に出かけてフィールドワーク（FW），③：
①～②の成果をもとに各回のテーマに沿ったプレゼンテーション（PR）を行います。 
授業計画 
3年次 【今年度の実績】 
4月 オリエンテーション，新歓コンパ，輪読 
5月 輪読，インゼミテーマ報告  
6月 輪読，インゼミ前期中間報告 
7月 鹿児島合宿（仙巌園，尚古集成館，霧島神宮，高千穂牧場），インゼミ前期最終報告  
8月 暑気払い（ビアガーデン） 
10月 輪読，インターゼミ向けリハーサル，  
11 月 六大学インターゼミ（関西大学西村ゼミ・福岡女子大学櫻木ゼミ，西南学院大学小野寺ゼミ，公立

鳥取環境大学谷口ゼミ，流通経済大学長澤ゼミ） 
12 月 東京合宿（江戸東京博物館，江戸東京たてもの園，東京都水道博物館，花王ミュージアムほか見学，

OBOG 現役懇親会），4ゼミ合同発表会（堀井・北澤・水野ゼミ） 
1月 輪読，ゼミ論文制作，卒論テーマ発表 
 
4年次 【今年度の実績】 
 卒論制作：テーマ発表→資料・データ収集→中間発表→最終発表→提出 
授業の進め方 
※演習方式を基本とします。 
・輪読・PR…報告者にレジュメの作成を，聴衆者に
議論の推進を求めます。 

・FW…博物館・工場などを見学します。 

教科書及び参考図書 
【教科書：今年度使用したテキスト】 
・浜野潔ほか『日本経済史 1600-2015』慶應義塾大

学出版会 
・高槻泰郎『大坂堂島米市場 江戸幕府 vs 市場経済』

中央公論新社 
 
※来年度は，ゼミの進捗状況に応じて決めます。 

試験・成績評価の方法等 
・出席状況（議論や校外学習への参加を含む，50％） 
・PR・論文に対する評価（50％） 

その他 
演習参加申込を行い，受講を認められた学生だけが
登録できる。 
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ゼミの企画、その他特記事項 

1. 入ゼミ実績 
 主演習生 副演習生 合計 

応募者 内定者 内定者 主演習先 男子 女子 計 
2009 年（1 期） 3 3 1 久原 4 0 4 
2010 年（2 期） 11 9 2 岩田・三浦 8 3 11 
2011 年（3 期） 10 8 3 清水・久原・荒川 5 6 11 
2012 年（4 期） 8 8 2 浦川・大西 5 5 10 
2013 年（5 期） 9 9 3 清水・清水・山本 8 4 12 
2014 年（6 期） 13 10 2 清水・石田 9 3 12 
2015 年（7 期） 12 10 4 清水・清水・岩田・閔 6 8 14 
2016 年（8 期） 6 6 ― ― 3 3 6 
2017 年（9 期） 17 10 4 加河・清水・岩田・篠﨑 9 5 14 
2018 年（10 期） 11 11 2 清水・篠﨑 12 1 13 
2019 年（11 期） 13 10 ― ― 8 2 10 

  ※学部・学府一貫プログラム生…5 期：3 人，6 期：3 人，7 期：2 人，8 期：1 人，9 期：3 人 
  ※交換留学経験者…香港：1 人，タイ：2 人，中国・短期：1 人，台湾：1 人 
 
2. 社会人懇談会 
 ・鷲崎ゼミでは，多くの社会人と交流して，企業や業界の様子を拝聴する場を設けています。最近 7

年間では，愛知県議会議員，IHI，旭化成ホームズ，and factory，NTT データ，NTT 西日本，

大林組，格付投資情報センター，グッチ・ジャパン，島津興業，双日，大建工業，西鉄，ニック

ス，日本銀行，博報堂，日立化成，ブラックストーン・グループ・ジャパン，丸紅，みずほ総合

研究所，三菱重工，三菱商事，UR 都市機構，リクルート（五十音順）の方々から貴重なお話を

伺いました。 
 
 ・年末の東京合宿では，首都圏に勤務している九大経済 OB/OG との懇親会を実施しています。 
 
 ・2 月には，ゼミ OB/OG による「アルムナイ・パーティー」を開催し，卒業生と現役生との「タテ

の絆」を築いています。 

応募に当たっての注意 

①ゼミ募集の詳細は，随時，鷲崎ゼミの Web サイトに掲載します。 
②ゼミの facebook ページもご覧下さい。 
③オープンゼミ：毎週金曜日 4～5 限＠E-203 ※11 月 29 日は東京合宿のために休講 
④入ゼミ希望者は，ゼミ説明会に 必ず参加 して下さい。（独自のエントリーシートを配付します。） 
⑤入ゼミ希望者には，「演習参加申込書」提出前に 現役ゼミ生＆担当教員との面談 を強く推奨します。

アポイントは，shuntaro@econ.kyushu-u.ac.jp宛にメールを送信して下さい。 
  （ゼミ説明会に参加できない場合も，上記アドレスまで連絡して下さい。個別に承ります。） 
⑥面談期間中にインフルエンザに罹患した方は，完治してから来て下さい。一昨年，うつされました。 
※ドラクエで，いつまでも素手で戦うプレイヤーがいないように，これから社会に羽ばたく君たちに，

さまざまな武器を身に付けてもらいたい というのが，私の切なる願いです。企画力・洞察力・表現

力・団結力といったアイテムをどれでも修得してみたい 人は，ぜひ我がゼミの城門を叩いて下さい。 
演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （北澤  満 ゼミ） 

 授業科目名 経済・経営学演習 講義題目 日本の経済社会の未来につい
て、長期の時間軸から考える 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  北澤 満 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 推奨基本科目「経済史Ⅰ・Ⅱ」
を履修済であることが望ましい キーワード 企業家、産業遺産、文章作成、文献・

情報検索、社会経済史、食文化の歴史 

全体の教育目標 

現代社会経済の諸問題について
経緯を踏まえつつ、幅広い視点
で分析する能力を養う。グルー
プ・ワークなどの共同作業を通
じ、社会性を涵養する。 

個別の学習目
標 

情報・文献検索、レポート・論文等の
作成、および各種プレゼンテーション
など、文系の大学生（大卒）として必
要とされる技術、および正しい意味で
の教養を獲得する。 

近現代日本の社会経済に関して、諸産業・諸企業の盛衰、企業家、および背景となる文化・制度・慣習
などに焦点を当てつつ、幅広く学習します。まずは初学者向けの平易な文献からはじめ、「個別の学習目
標」に掲げた諸技術を習得しつつ、グループ・ワーク、個別の研究報告へと進んでいく予定です。 
当ゼミの最大の特色は「懐の深さ」です。「教育目標」に掲げた「経緯を踏まえた分析」にさえ留意し

てもらえれば、時期・対象のいずれについても、狭く限定することはありません。また、狭義の「経済史
」、さらには「経済学」といった枠にとらわれず、政治・教育・文化（食生活・芸術・スポーツ・サブカ
ルチャーなど）といった隣接分野に関しても、積極的に越境していきます。 
通常のゼミは、テキストの輪読（テキストの内容について報告の後、全体で議論します）、個人・グルー

プの報告（経済成長と公害の発生、食文化の変容などといったトピックに関して、または経営者・思想家
など人物に関して、テーマを設定）が中心ですが、「文献検索」・「レポート作成」のような各種ワーク
ショップや、下記のようなイベントも予定しています（参加者の希望により、予定は随時変更していきま
す）。なお、通常のゼミは3・４年生合同で行います。 
授業計画 
第1回 ガイダンス。当年度のゼミ計画を立案します。 
第2回以降 テキストの輪読や、各自の報告を中心に行います。ほかに、下記のような企画を予定していま
す（最終的な決定については、ゼミ生の意思を尊重します） 
4月 図書館ガイダンス・文献検索ワークショップ 
   レポート作成ワークショップ（効果的なレポートの書き方について研修します） 
夏休み 他大学との合同ゼミ 
12月 インゼミ（堀井・鷲崎・水野ゼミと合同） 
 
授業の進め方 
基本的には、演習方式です。参加者には、楽しく議論
するための準備が求められます。 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
今年度は、中西聡編『日本経済の歴史』などを使

用しました。次年度のテキストは、新 3 年生とも相
談の上、決定します。 
【参考書】 
適宜、指示します。 

試験・成績評価の方法等 
出席状況（30％）、報告内容・議論への参加（40％）
、ゼミ論文・グループ論文の評価（30％） 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できます。 

ゼミの企画、その他特記事項 

・堀井・鷲崎・水野ゼミと共同開催する研究発表会（12 月）を実施予定です。 
・工場見学のようなアカデミックなイベントのほか、飲み会、鍋会などもゼミ生の希望に応じて行っ

ていますが、正規授業以外は、原則として希望者のみの参加です。また、学生の希望がなければ、
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そうしたイベントを無理強いすることはありません。総じて、コアとなる学習の部分を確保するこ

とは必須ですが、ゼミを今後の大学生活の中心とするか、それとも一部分とするかは、参加者の意

思にお任せします。 
・文章作成や、情報・文献検索の能力向上に努めています。提出されたレポート類は、添削して返却

します。とりわけ、文章作成能力は（官公庁、民間企業を問わず）事務職にとって根幹となる能力

だからです。的確な文章を作成する力は、天分によるものではなく、鍛錬によって培われるもので

す。だから、現状においてそうした能力が低くても、このゼミに参加することを躊躇する必要はあ

りません。ゼミでの学習により、十分に能力を伸ばすことができると考えます。  
・プレゼン能力の育成、および読書量の向上を図るため、「ビブリオバトル」に参加しています。昨

年度は、ゼミ生が予選を勝ち抜き、全国大会出場権を得る快挙をなし遂げています。 

応募に当たっての注意 

・当ゼミでは、説明会の期間中、すべてのゼミをオープンにします。会場はいずれもイースト 2号館 2階 204 教

室、4 限時（14 時 50 分～）です。上記日程については、ゼミ時間中の出入りを自由としますので、気軽に参

加して下さい。参加者に対しては、教員がゼミの概要・進行などについて説明し、質問を受け付けます。資

料準備の必要がありますので、極力 1 日前までに、教員宛メールをお願いします（飛び入りでの参加も歓迎

しますが）。オープンゼミへの参加は、当ゼミへの参加条件である「意欲」をみる際に重視（つまり、選抜の際

の加点項目となる）しますので、積極的な応募を期待します。 
・1 次募集では、それほど成績を重視しません（推奨基本科目の履修も同様）。すべての面で、現時点

での知識量（高校において、日本史履修をしたかどうかなど）も関係ありません。本の読み方、文

章の書き方からテーマ設定まで、丁寧に指導します。自分を向上させていこうという気持ち、少し

ずつでも社会を変えていこうとする意欲 があること、これが最大の参加条件です。 

・「色々と勉強したいという意欲はあるが、まだやりたいことが固まっていない、見えない」という皆さん、応募を

歓迎します。当ゼミでの学習のなかで、それは見つけられるはずです。 

・ゼミ説明会は 2 回行います。原則として、2 回とも欠席した学生は採用しません（2 回出る必要はありません。

ただし、2 回出ても飽きないように、プレゼンの内容は少し変えています）。また、説明会とは別に教員との懇

談（面接ではありません。複数名での来訪可）の場を設けます。選抜が必要となった場合、オープンゼミ、懇

談会の出席者から優先して採用しますので、当ゼミを志望する学生は、ぜひご参加下さい。説明会が、授業

などと重なって出席できない場合は、教員にメールで連絡して下さい。個別にゼミの説明を行います。この

場合、説明会に出席したのと同様に扱います。 

・ゼミ活動については、Facebookページもご覧下さい。「九州大学 北澤ゼミ」で検索すればヒットします。

Facebook アカウントがなくても閲覧できるよう、「公開」設定にしています。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （藤井 美男 ゼミ） 

 授業科目名 経済・経営学演習 講義題目 西欧中世における商業組織の
研究 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名   授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 基本科目「経済史Ⅰ・Ⅱ」を受
講済みであること。 キーワード ギルド・ハンザ・ヨーロッパ商業史 

全体の教育目標 
指定するテキストの講読を通じ
て、受講生各自の発表、全員に
よる討論を行い、課題の設定と
解決の発見の過程を学ぶ。 

個別の学習目
標 

商人ギルドやハンザといった西欧中世
の商業組織・制度のありようを読み解
くことで、前近代社会のもつ有機的特
徴を学ぶ。 

授業の概要 
最初の数回を、社会科学方法論の修得を目的とした講読・レポート報告にあてる。その後メインテーマ

である「モノから見た世界システム」を、テキストを中心に輪読することで学んでいく。３・４年合同の
ゼミとするので、新規参加者は、先輩の学習取組みを手本にして、事前講読・予備調査・結果報告といっ
たゼミの基本的な学習活動が実行できるようになる。 
授業計画 

第１回 ガイダンス：ゼミの進め方と概要についての説明。 
第２回～第４回 社会科学方法論に関するテキスト講読と各人のレポート報告。 
第５回以降   指名された受講生による輪番講読と発表。 

 
授業の進め方 

指名された受講生が、テキストの指定箇所を輪番で
講読し、各自が考察結果を発表することで全員の討論
へと導く。なお、上記授業計画は、受講生の数によっ
て変更する場合がある。 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
高橋理『ハンザ同盟：中世の都市と商人たち』（教

育者歴史新書 1980 年） 
 
【参考書】 
高橋理『ハンザ「同盟」の歴史：中世ヨーロッパ

の都市と商業』（創元世界史ライブラリー）（創元
社2013年） 

試験・成績評価の方法等 
報告や質問、発言などの平素の成績80％、出席20

％で成績評価する。 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけ

が登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

場合によっては集中ゼミ、合宿など受講生の規模と学習内容に応じて意義のあるものにしていく。ゼミ

という学習形態は、とりわけ受講生諸君の主体的な取組みが求められる。西洋経済史に強い関心を持つ

者の参加を期待したい。 

応募に当たっての注意 

＊ゼミ説明会への参加を原則とする。やむ得ない事情でそれに参加できないまま応募を希望する者は、

ゼミ説明会欠席の理由を「申込書」にきちんと記載しておくこと。 

＊同様に「申込書」には、推奨基本科目の「経済史Ⅰ・Ⅱ」を履修済みであることを明記すること。 

＊応募者多数の場合、GPA の数値および大学受験時「世界史」を選択したかどうか、などを総合的に判
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断して選抜する。「申込書」に受験選択科目を記載しておくことが望ましい。 

 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （大坪  稔 ゼミ） 

 授業科目名 経済・経営学演習 講義題目 経営財務の基礎 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  大坪 稔 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 経営学Ⅰ・Ⅱ キーワード 資金調達、キャッシュフロー、株価 

全体の教育目標 経営財務を中心として、企業経
営について幅広く学習します。

個別の学習目
標 

財務の側面から企業活動について理解
・評価することができるようになるこ
と 

授業の概要 
 3・4年生合同でゼミを行う。「経営財務」とは資金の調達や運用など、企業経営のうち資金に関係する
分野を対象とした学問である。たとえば、企業にはどのような資金調達の手段があるのか？(株式市場から
調達するのか、あるいは銀行から借り入れるのか？) そして、調達した資金を複数ある投資案件のどれに
投下するのか？(複数ある投資案件のなかからどの投資案を実行するのか？) といった問題について学習
していきます。 
授業計画 
第一回 ガイダンスと参加者の自己紹介 
第二回 ゼミの実施 
         ・ 

授業の進め方 
あらかじめ報告者を決めておき、報告者にテキス

トの内容を報告してもらった後、他の参加者から質
問をしてもらい、その質問内容について討議してい
く。 

教科書及び参考図書
【教科書】 未定 
      
【参考書】 
 

試験・成績評価の方法等
 
平素の出席と発言および課題提出：１００％ 

その他
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

・4 月に新歓合宿(1 泊)、夏季休暇中にゼミ合宿(２泊)と、年２～３回の懇親会があります。 

(HP を参照：http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/~otsubo/) 

・テキスト報告と並行して、実際の企業の財務データを基に企業分析を行ってもらいます。 

・3 年の後半に、各自が選択した研究テーマに関する論文を書いてもらいます。 

・4 年の後半に就職内定先の企業・業界を対象とした論文を書いてもらいます。 

応募に当たっての注意 

 登録を希望する学生は、できるだけ説明会に出席してください。なお、他の講義への出席などの「正

当」な理由で説明会へ出席できない学生は、事前にメール(otsubo@econ.kyushu-u.ac.jp)にて連絡をし

てください。選抜が必要な場合は、書類選考により選抜を行います。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （岸野 早希 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 人的資源管理 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 岸野早希  授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 経営学Ⅰ・Ⅱ, 経営労務, 経営管
理 キーワード 人的資源管理、組織行動 

全体の教育目標 
専門知識を活かして物事を様々
な角度から考えられるようにな
ること 

個別の学習目
標 

企業経営における「ヒト」という経営
資源の重要性を理解すること 

授業の概要 
このゼミでは人的資源管理論や関連分野である組織行動論や経営組織論を中心とした研究を行っていきま
す。3年次には教科書の輪読やグループ研究を通じて卒業論文に向けた専門知識の習得や研究方法を学びま
す。また、これらの活動を通じて卒業論文につながるテーマを見つけてもらい、4年時にはそのテーマに基
づいた卒業論文へと取り組んでもらいます。このゼミは2020年度に初めて開講するため、3年生のみでの実
施となります。 
授業計画 
第1回 ガイダンス 
第2回〜 指定図書の輪読、グループ研究 

授業の進め方 
前期：指定図書の輪読が中心 
後期：グループ研究、発表準備が中心 

教科書及び参考図書
【教科書】 
上林 憲雄・厨子 直之・森田 雅也(2018) 
[新版]『経験から学ぶ人的資源管理』有斐閣 

試験・成績評価の方法等
出席、課題への取り組み、ゼミへの貢献を総合的に評
価します。 

その他
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できます。 

ゼミの企画、その他特記事項 

・グループでの議論や研究を行いますので必然的に人との関わり合いが多くなります。 

・他大学との合同ゼミも検討していますので授業時間外での活動や遠征費が発生することがあります。 

応募に当たっての注意 

・2020 年度からの開講のためオープンゼミはありません。 

・ゼミへの参加を希望する場合は必ずゼミ説明会へ出席してください。 

・経営学Ⅰ・Ⅱを受講していることが望ましいです。 

・応募人数の如何に関わらず面接を実施しますので、必ずメールアドレスの記載をお願いします。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （中本 龍市 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 経営組織 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  中本龍市 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 経営学Ⅰ・経営学Ⅱの履修が望
ましい キーワード 経営学、組織論、組織社会学 

全体の教育目標 

1.経営学の分析枠組みを利用し
て、組織の分析ができるように
なること 
2.プレゼンテーション能力(書く
能力と話す能力)を獲得するこ
と 

個別の学習目
標 

1.経営学や社会学の考え方を使えるよ
うになること 
2.定性的、定量的な調査・分析ができる
ようになること 
3.エビデンスに基づいた主張ができる
ようになること 

授業の概要 
 経営学の中でも組織論を中心に学ぶ。日経ビジネス、東洋経済、週刊ダイヤモンドなどの経済雑誌なら
びに日本経済新聞などから、最近のトピック、企業の事例などを抽出しケーススタディを通してなにが起
こっているのかを、自分の力で説明できるようことを目標にする。これに関して、プレゼンテーションを
行い、ディスカッションを通して対話することができるようになることを到達点とする。 
授業計画 
第一回 イントロダクション 
第二回 プレゼンテーションと討議 
・・・ 

授業の進め方 
・教科書、雑誌や新聞記事の指定された箇所について
PPT を用いて報告する。それらに基づいて討議する。 
・ケーススタディについて PPT を用いて報告する。
それらに基づいて討議する。 

教科書及び参考図書 
【教科書】未定。初回に説明する。※ただし、沼上
幹(2015)『一橋MBA戦略ケースブック』東洋経済新
報社、などを想定している。 
【参考書】日経ビジネス、東洋経済、週刊ダイヤモ
ンドなどの経済雑誌ならびに新聞を想定している。 

試験・成績評価の方法等 
 講義への参加、発言、課題の提出(合計で100%) 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

✍他大学との合同ゼミなどを予定します 

✍ゼミ論文の執筆を予定しています 

✍交流会等には教員は協力することにしている。ただし、教員に頼るのではなく、受講者が責任を持

って企画・開催するように。 

応募に当たっての注意 

✍説明会は実施します(参加は必須ではないですが、内容をよく知るために参加をおすすめしています) 

✍参加できない場合など必要であれば、教員にメールで問い合わせてください。ryunakamo@gmail.com 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集    □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済･経営学演習  （内田 大輔 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 企業行動の実証分析 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 内田大輔 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 経営学Ⅰ・Ⅱの履修が望ましい キーワード 経営戦略論，経営組織論，コーポレ
ート・ガバナンス論 

全体の教育目標 経営現象を論理的に説明する能
力を身に付ける 個別の学習目標 

読む・書く・訊く・考える・伝える
といった基本的な能力を習得し，他
者との相互作用から新たな知見を得
る作法を身に付ける 

授業の概要 
本ゼミは，「何が原因で何が起こるか」（因果関係）を説明する力を養うことを目標にしています．その
目標を効果的かつ効率的に実現するために，本ゼミでは，企業行動に関する実証研究に取り組みます．具
体的には，（1）因果関係を実証的に検証するために不可欠な研究手法，（2）企業行動に関する因果関係
を論理的に理解するために必須な経営理論，を体系的に習得していきます．そして，このような学びの場
を通じて新たな知見を得た後には，いつもと同じ世界が少し違って見えるようになることを目指します． 
 
授業計画 
基本的に，3・4年生は別にゼミを行います．3年生は，前期に，社会科学における基本的な方法論および経
営学における主要な理論について学び，実証研究を行うための土台をつくり，後期には，前期で習得した
内容を基盤に，企業行動を実証的に分析する際に必要となる応用的な研究手法および経営理論を身につけ
ていきます．4年生は，前期に，ゼミ論文に向けてテーマを決定し，後期に，ゼミ論文の執筆に取り組んで
いきます．ただし，ケース・ディスカッションやゼミ論報告など，3・4年生合同でゼミを行うこともあり
ます．詳細は，ゼミ説明会にてお話します． 
 
授業の進め方 
毎回，全員が必ず必要な予習をして授業に備え，その
予習をベースに授業を進めていく． 

教科書及び参考図書 
数冊のテキストに加え，適宜配布する文献を用いま
す（ゼミ説明会にて今年度に使用したテキスト・文
献についてお知らせします）． 

試験・成績評価の方法等 
平素の成績（授業への出席・参加）：100% 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる． 

ゼミの企画、その他特記事項 
 懇親会・飲み会は定期的に開催しています． 
 来年度にゼミ合宿・（学内外のゼミとの）合同ゼミ等を実施するか否かは，今後ゼミ生と相談したうえで

決めます（昨年度は，九州大学の浦川ゼミと合同ゼミを開催しました）． 
 ゼミ生の主体性に応じて，ゼミの企画の内容は年度ごとに変わっています．新 3 年生にも，新たなカル

チャーを創っていただければと思います． 
 
応募に当たっての注意 
 4 年生には，個人あるいはグループでゼミ論文を必ず執筆してもらいます． 
 ゼミ説明会には必ず参加してください（今年度は，2 回の説明会の実施を予定しています．内容はどち

らも基本的に同じですので，どちらか一方にはご参加ください）．万一，授業との重複など正当な理由
により，どちらの説明会にも参加できない場合には個別に対応しますので，必ず事前に内田
（duchida@econ.kyushu-u.ac.jp）までご連絡ください． 

 オープンゼミは実施しません．ゼミに関する質問は教員に直接メールで質問していただいて構いませ
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ん．入ゼミ後にミスマッチが生じないためにも，ゼミ説明会等を通じて，現役ゼミ生や担当教員に直接
会って話してみることを強く推奨します． 

 演習参加申込書では，（1）出身（出身地・出身校），（2）所属（サークル・バイト等），（3）あなたが大学
入学後から今まで注力してきたこと（学外の活動含む），（4）あなたがゼミで学びたいこと・期待するこ
と，（5）将来の目標・目指す姿，を記述してください． 

 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済･経営学演習  （丸田 起大 ゼミ） 

 授業科目名 経済・経営学演習 講義題目 管理会計 
 授業科目区分 選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 
授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  丸田起大 
maruta@econ.kyushu-u.ac.jp 

授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 
履修条件 会計学Ⅰ・Ⅱを履修していること キーワード 会計学・経営学 
全体の教育目標 管理会計の基礎知識と実務への

応用力を身につける 個別の学習目標  
授業の概要 
管理会計とは，経営者・管理者の意思決定・業績評価のために，組織の内部者向けに作成し活用する会計です。 

財務会計とは違い，管理会計は企業ごとに個性があり，優れた企業には優れた管理会計の仕組みがあります。 

管理会計情報は、インターネットで検索しても見つけることができない、企業秘密の情報です。 

ゼミでは、教科書・論文で公表されているもののほか、様々な業種の企業から特別に入手した社内資料を活用します。 

そのほか，公認会計士試験や簿記検定などの各種資格試験の過去問題も活用して、力試しをします。 

このゼミの特色は，会計学と経営学の両方の知識を身に着け，実際に実践してみるところです。 
ゼミは，原則として3・4年生合同（大学院生も参加）で実施しています。 
授業計画 
前期：管理会計の基礎知識を習得するために，教科書の発表・質疑，各種資格試験レベルの計算練習，ケーススタデ

ィなどをおこないます。 
後期：管理会計のトピックを選び，企業への聞き取り調査，学園祭での起業体験，他大学とのゼミ交流などをおこない，
個人研究や共同研究の成果を論文にまとめます。 

授業の進め方 
テキストの各章の担当者を割り当て，パワーポイントによる
報告者のプレゼンテーションにもとづいて，全員参加による
ディスカッションをおこないます。 
必要に応じて，計算練習やケースの分析，聞き取り調査し
たい企業を選定・交渉し、個人・グループでフィールドワー
クに出向き，成果を個人論文・共同論文としてまとめ，発表
会を実施します。 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
参考として，過去に使用した教材を挙げておきます。 

MBA テキストなど英文教材を採用する場合があります。 

・加登豊『インサイト管理会計』中央経済社 

・谷武幸『エッセンシャル管理会計』中央経済社 
・稲盛和夫『アメーバ経営』日経ビジネス人文庫 

試験・成績評価の方法等 
出席状況（ゼミ，各種行事，フィールドワーク） 

参加態度（プレゼンテーション，ディスカッション） 
ゼミ論文（3年次は共同論文、4年次は個人・グループ論文） 

その他 
演習参加申込をおこない，受講を認められた学生だけ
が登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

例年，北海道大学や中村学園大学とのゼミ交流，九大祭への出店によるビジネス体験，企業からのゲストスピーカー

の招へい，OB/OGを交えたゼミコンパなどを実施しています。 

応募に当たっての注意 

・オープンゼミは実施しません。応募は，原則として，ゼミ説明会への参加を条件とします。参加できない場合は，

事前に メールで相談してください。 

・選考の参考とするために，演習参加申込書には，志望理由，ゼミ説明会の感想，進路希望（民間・公務員・専門

職・進学など），所属サークル，アルバイト歴，自己PR，および連絡用のメールアドレス（PCとケータイの両方）を

必ず記載してください。記載に不備がある場合は選考に影響する可能性があります。 

・ゼミでは，各自でワード・エクセル・パワーポイントをインストール済みのノート PC を持参してもらいます。 

・このゼミは，例年，副演習は募集していません。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （大石 桂一 ゼミ） 

 授業科目名 経済・経営学演習 講義題目 企業会計 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  大石桂一 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 会計学Ⅰ・Ⅱを履修している
こと キーワード 会計、財務諸表、企業分析 

全体の教育目標 

会計情報を使いこなせるよう
になること、グループ・ワー
クができるようになること、
およびプレゼンテーションと
ディスカッションの能力を高
めること。 

個別の学習目
標 

財務会計の制度および理論を理解し
たうえで、企業を分析する力を養うこ
と。 

授業の概要 
本演習では、会計を有用な道具として使いこなせるようになることを目標としている。そのために

はまず、会計制度とその背後にある理論を理解することが必要である。プレーを楽しむためには、あ
る程度はルールを学ばなければならないからである（つまり「ルールの学習」と「実際のプレー」と
のバランスが重要なのである）。そのうえで、実際に会計情報を使って様々な分析を行う。 

また、ゼミは基本的に３・４年生合同、２コマ連続で行う予定である。なお、必要に応じてサブゼミを
行うこともある。 
授業計画 

前期は、基本的なテキスト（受講者と相談の上で決定する）をもとに、財務会計の制度と理論につ
いて理解し、後期にはそれを応用して具体的な分析・研究を行うことを考えている（グループ・ワー
ク）。後期の具体的な分析・研究内容については、受講者の理解と関心に応じて決定する。 

また、年度末には各自あるいはグループでの分析・研究の結果をゼミ論文にまとめてもらう。 
授業の進め方 

あらかじめ報告者（グループ）を決め、プレゼン
テーションとディスカッションの形式で行う。 

教科書及び参考図書
教科書・参考書は受講生の関心等を勘案し、相

談のうえ決定する。 

試験・成績評価の方法等
平素の成績（プレゼンテーションのレベル、ディ

スカッションの内容と積極性、および勤勉性）と年
度末のゼミ論文で評価する。 

その他
演習参加申込を行い受講を認められた学生だ

けが登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

・本演習では学生による自主的な運営を旨とする。テーマや分析対象の選定、ゼミ合宿や飲み会の企

画、学園祭への参加、インゼミの開催、および工場見学や企業訪問の計画など、自由に意見を出し合

って、相談してほしい。その際に私はアドバイザーとしての役割を果たす。 

・年度末のゼミ論文（個人で書いてもよいし、グループで書いてもよい）の提出は必須とする。 

応募に当たっての注意 

・オープンゼミは実施しない。 

・受講希望者はゼミ説明会には必ず参加すること。授業との重複など、正当な理由により参加できない場

合は、メールにて連絡のうえ（oishik@econ.kyushu-u.ac.jp）、指示を仰ぐこと。 

・希望者多数の場合は、申込書に基づき選抜する。選抜に当たっては志望理由を重視する。 

・推奨基本科目（会計学Ⅰ・Ⅱ）の履修（単位取得ではない）を応募の条件とする。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済・経営学演習  （潮﨑 智美 ゼミ） 

 授業科目名  経済・経営学演習 講義題目 財務会計 
 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 
授業方法及び開

講学期等 通常講義 通年 
担当教員名 潮﨑智美 授業対象学生 

及び学年等 3年以上 
単位数 4単位 

履修条件 会計学Ⅰ、会計学Ⅱを履修して

いることが望ましい。 キーワード 会計学、財務会計、企業分析 

全体の教育目標 

ビジネス・パーソンとなるのに

不可欠な会計学の知識やスキル

を習得することを目的としてい

ます。 

個別の学習目

標 
財務諸表が読める。 
企業を総合的に分析できる。 

授業の概要 
本演習では、株主や債権者等の企業外部の利害関係者に対して報告をする「財務会計」を、新聞記事や

雑誌記事などを多用して学習するのと同時に、インターネットやデータベースなどを通じて収集した会計

情報を分析する「企業分析」の手法を学びます。 

授業計画 
第 1 回目のオリエンテーションの後、1 年を通じて、①「財務会計」または「企業分析」領域の文献の輪

読、②グループワークによるゼミ論文の作成に向けての作業を行います。グループワークでは、分析対象

企業を選択したのち、インターネット情報、新聞・雑誌記事、図書館資料などを用いて企業の財務情報お

よび非財務情報を収集し、企業分析や業界分析を行います。分析は、グローバリゼーションが進むなかで、

グローバル企業やローカルな企業がどのようなビジョンや戦略を持って企業活動を行い、どのような成果

を挙げているかを重視したものとします。基本的に、3・4 年合同でゼミを行う予定です。 
授業の進め方 
担当者によるテキストの報告 
⇒ディスカッション 

教科書及び参考図書 
【教科書】学生の希望を考慮の上、決定します。 
【参考書】ゼミ内で指示します。 

試験・成績評価の方法等 
出席状況、授業態度（ゼミへの関わり方や発言内容）

レポートなどにより評価します。 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが

登録できる。 
ゼミの企画、その他特記事項 

 ゼミ論文を作成し、報告してもらいます。 
 インターゼミ、企業訪問、講演会、交流会などを行う予定です。 
 ゼミ合宿、ゼミコンパなどは、学生の自主性を尊重して決定します。 
応募に当たっての注意 

 オープンゼミは実施しません。 

 ゼミ説明会を実施します（場所日時は別途指示します：参加必須）。やむを得ず参加できない場合には、

その旨、メールで知らせてください。 

s h i o s a k i @ e c o n . k y u s h u - u . a c . jp 
 申込書には、簡単な自己紹介・自己 PR に加え、大学生活においてこれまでに何をしてきたか、こ

れから何をする予定であるか、大学を卒業して何をするつもりかを含めてください。 

 選考が必要な場合には、まず志望理由を重視し、成績も考慮したうえで決定します。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済･経営学演習  （小津 稚加子 ゼミ） 

 授業科目名 経済･経営学演習 講義題目 日本企業の経営分析 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 小津 稚加子 
授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 会計学Ⅰまたは会計学Ⅱを履修
していること 

キーワード 経営分析、財務会計、グループワーク 

全体の教育目標 会計、財務報告、経営分析を学
習しながら、仲間と成長する 

個別の学習目
標 

・会計の知識を身に付ける 
・調査の方法や設計の仕方を理解する 

授業の概要 
財務諸表を読み、財務報告の仕組みが理解できるようになると、企業社会が見えてきます。この演習では
身近な上場企業が公表する会計情報を読み、企業の戦略、リスクとリターンを財務の面からとらえていき
ます。ゼミ生が、学習成果を実感できるようにします。そのため、年度末に、修了報告書を執筆します。 
授業計画 
第１回目：自己紹介と半期の学習計画。グループ分け。教科書の説明。 
・第１サイクル（4月から6月ごろまで）は、教科書の輪読です。 
・第２サイクル（7月ごろから9月末）は、修了研究をします。 
・第３サイクル（11月から1月末）は、修了研究の完成度を高めます。 
・2月は、復習とゼミ活動の総括をします。 
授業の進め方 
・最初は、教科書の輪読で基礎力を修得します。 
・次に、研究の心構えと研究方法を学習します。 
・１年間の仕上げとして何か１つのテーマを調べ、考

え、仲間と意見交換しながら文章にまとめ、最後は
他大学や外部者に口頭で説明できることを目標と
しています。 

教科書及び参考図書 
【教科書】桜井久勝著『財務諸表分析』中央経済社 
 
【参考書】太田康広著『ビジネススクールで教える
経営分析』日本経済新聞出版社 

 

試験・成績評価の方法等 
 ゼミは出席を前提としています。 

平常点（30％）、修了研究（70％） 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

 ・３，４年生合同で進めます。グループは３，４年生混合で、４名を予定しています。 

・合宿、インゼミは、原則全員参加です。2019年度は 8月末に九大山の家で、大分大学、鹿児島

国際大学と合同合宿をしました。 

・例年、１月下旬に一橋大学とインゼミをして学習の成果を互いにプレゼンしています。 

・研究内容によっては、卒業生の支援を受けるので密に連絡を取ることがあります。 

・2020年度、ゼミ生はいずれかを選択してゼミ修了研究をすること。 

①3，4 年生合同で修了研究を共同で執筆する。②単著（日本語）で修了論文を執筆する。③英

語で修了論文を執筆する。①の場合、2019 年度は、「キャッシュレス化」、「コンビニの深夜

営業」、「AI(IT)と会計監査」の３班に分かれて学修しました。国家試験受験生や大学院進学

予定者、その他自身の学習計画があるひとは、単独で論文を執筆することもできます。 

・東京でインゼミをする年は、小津ゼミ東京同窓会をして OB/OGと交流します。 
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応募に当たっての注意 

・ゼミ説明会（下記）に 必ず出席 し、応募書類を提出すること 

・第 1回：12/11(水) 12:10-12:40 場所は未定、第 2回：12/18(水) 12:10-12:40 E-211教室 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済工学演習  （三浦  功 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 医療・介護問題の経済分析 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 三浦 功  授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 ミクロ経済学を履修済みである
こと キーワード 医療、介護、公的保険、診療報酬 

全体の教育目標 
医療、介護に関する諸問題を経
済学的に考察し、解決策を見い
だす。ゼミメンバーで医療セミ
ナーに参加予定 

個別の学習目
標 

平素から、日本の医療・介護に関連し
た情報収集に心がけることにより、自
己の問題意識を醸成しつつ、経済分析
力を向上させる。 

授業の概要 
 このゼミでは、高齢化の進展などにより、今後も増加しつつある医療費用、介護費用を抑制しつつ、高
品質の医療・介護サービスを持続的に供給するための方法に関して、ミクロ経済学や公共経済学の観点か
ら検討する。なお、3-4年合同で実施する。 

授業計画 
 初回はガイダンス。 

第2,3回：現在の日本が抱えている医療介護問題について整理する。 
第4回から第10回：医療介護問題を分析する上で必要となるミクロ経済学や公共経済学について学習する 

 第5回から最終回：教科書、参考書などに依拠しながら、医療介護問題を分析・検討する。 
授業の進め方 
第 3 回までは、教員が担当し、それ以降は毎回、報告
者を決め担当してもらう。 

教科書及び参考図書 
【教科書】河口洋行『医療経済学』日本評論社 
【参考書】池上直己『医療・介護問題を読み解く』 
     日経文庫 

試験・成績評価の方法等 
ゼミ報告内容を重視するが、出席状況や担当以外のと
きの発言内容を加味して、評価する。 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

ゼミ参加者数にもよるが、ゼミ合宿を予定している。 

応募に当たっての注意 

ゼミ説明会の後、ゼミ希望学生に対し、個別に面接し、ゼミ参加者を決める。なお、都合などでゼミ説明

会に出席できず、三浦ゼミを希望する学生は、事前にメール等で連絡すること。 

 

 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （藤田 敏之 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 環境経済学，ゲーム理論の文献
輪読と自由発表 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  藤田  敏之 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 論理的思考能力が高く，積極的
に学習し，かつ協調的な人。 キーワード 環境規制，外部性，費用便益分析，環

境評価，廃棄物，ゲーム，戦略，均衡 

全体の教育目標 
環境経済学，ゲーム理論を深く
学ぶ。報告を行い他人の報告を
聞くことによって効果的なプレ
ゼンテーションの仕方を学ぶ。 

個別の学習目
標  

授業の概要 
教員の専門である環境経済学とゲーム理論の入門から中級までの内容を学ぶ。3年ゼミでは教科書を読み，
環境経済学とゲーム理論の基本的内容をしっかり身につける。4年ゼミでは3年次の学習を踏まえて環境の
ゲーム理論的分析に関する論文や研究書を読み，専門的な分野にふみこんで学習する。現在のところ，3・
4年ゼミは合同で行う予定である。ゼミ論文を課すことはしないが，年度末には全員にレポートを課す。 
（注意）令和3年度には教員の都合によりゼミを開講しない予定なので，来年度の3年生は留意されたい。 
授業計画 
前期，後期ともに以下の予定で進める。もちろん受講者数によって細かなスケジュールは変化する。 
第1回・・・ガイダンス，自己紹介，第2回，第3回・・・教員による補足的講義 
第4回以降・・・受講者による報告および討論（受講生1人につき各期最低1回の発表をお願いしたい。） 
授業の進め方 
演習形式で行う。教員が講義をするのではなく，テ
キストの章を割り当てられた受講者の発表と討論
によって授業を進める。報告者が責任をもった報告
を行うことと受講者の積極的な参加を希望する。 

教科書及び参考図書 
【教科書】未定。平成30年度は栗山・馬奈木『環境
経済学をつかむ』有斐閣，岡田章『ゲーム理論・入
門』有斐閣アルマだったが変更予定。 
【参考書】特になし。ゼミ中に適宜指示をする。 

試験・成績評価の方法等 
試験は行わない。成績評価基準は以下の通り。受講態
度70%，レポート30%。正当な理由のない欠席1回につ
き減点。ゼミ中に発言すると加点する可能性あり。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 
本ゼミではすべての受講生が卒業時に胸を張って専門的な学習ができたと言えるようなレベルに達す
ることを目指し，そのサポートをする。環境経済学やゲーム理論を究めたいという強い意欲をもつ学
生と一緒に学んでいきたい。ゼミ生が将来自分の研究仲間となって，ともに刺激しあうというのが私
の夢である。各種企画は受講生の意欲や希望に応じて検討する。 

応募に当たっての注意 
参加を希望する学生は，説明会に出席した後に申込書で以下を明記してください。ゼミ生を選考する
にあたって，成績よりも申込書の内容を重視します。1．これまでの学生生活（200 字以上）2．環境
経済学またはゲーム理論に対する想い（400 字以上）3．趣味などについての特記事項，アピールポイ
ント（任意）。参加申し込みをする学生とは直接話をしたいので，やむを得ない理由で説明会に参加
できない学生はメールでご連絡ください（アドレスは tfujita@econ.kyushu-u.ac.jp)。応募しめきり前
に，面談の場を設けます。説明会に出ず，面談しない人には原則としてゼミ受講を許可しません。 
演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （池下 研一郎 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 シミュレーションで学ぶマク
ロ経済学 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 池下 研一郎  授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 特になし キーワード マクロ経済学，経済動学，シミュレー
ション 

全体の教育目標 
学生によるプレゼン，対話，お
よびシミュレーションを通じて
マクロ経済現象を分析すること
ができる。 

個別の学習目
標 

 マクロ経済モデルの構造について
説明できる。 

 コンピュータを用いてマクロ経済
モデルのシミュレーションを行う
ことができる。 

授業の概要 
来年度のゼミでは学生によるプレゼンテーションと討論を通じて，基本的なマクロ経済モデルに関する理
解を深めます。同時にExcelやPythonを用いたシミュレーションを行うことで，実際の経済の動きをコンピ
ュータ上に再現し，マクロ経済学のおもしろさを味わっていくことにします。なおゼミは3－4年別に行う
こととします。 
授業計画 
指定された教科書および配布資料を輪読し，基本的なマクロ経済モデルおよびシミュレーションの方法に
ついて学んでいきます。またゼミの後半ではゼミでの研究内容を踏まえた学術論文（3年生はゼミ論文，4
年生は卒業論文）を執筆します。 

授業の進め方 
報告者によるプレゼンテーションと参加者によるデ
ィスカッション，および教員の補足説明。 

教科書及び参考図書 
【教科書】Ronald Shone (2001), An introduction to 
Economic Dynamics, Cambridge University 
Press. 

試験・成績評価の方法等 
ゼミでの報告，議論での参加状況，課題の提出，卒業
論文をもとに評価を行います。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

 通常のゼミ以外にも懇親会，工場や日銀の見学など行いたいと思いますので積極的に参加してください。

具体的なイベントについては学生の皆さんを相談して決めたいと思います。 

 過去のゼミでは TOEIC や ERE（経済学検定試験）の受験を推奨してきました。 

応募に当たっての注意 

 ゼミ説明会への参加は任意ですが，できるだけ参加してください。ゼミについて質問がある場合には

次のアドレスにご連絡ください（ikeshita@econ.kyushu-u.ac.jp）。 

 オープンゼミは実施しません。 

 応募者が多数の場合には，現時点での成績（単位取得状況，ＧＰＡなど）によって選抜します。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済工学演習  （山崎 大輔 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 統計学・計量経済学 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  山崎 大輔 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 学習意欲があること。 
ゼミに積極的に参加すること。 キーワード 統計学、計量経済学、データ分析 

全体の教育目標 
統計学・計量経済学の手法を理
解した上で、データを用いた分
析を行うことができる。 

個別の学習目
標 

ゼミでの発表を通して、プレゼンテー
ション能力を養う。 

授業の概要 
本ゼミでは、統計学・計量経済学の手法を学び、各自決めたテーマについての実証分析を行う。 

ゼミでは、テキストの輪読とコンピュータを用いた実習を行うことにより、統計学・計量経済学の理論と
実践の両面から学ぶ。なお、3・4年合同でゼミを行う予定である。 

授業計画 
 統計学・計量経済学のテキストの輪読を行う。これと並行して、統計ソフトを用いた実習も行う。 
また、ゼミ論文に取り組み、分析結果の報告などを行う。 

授業の進め方 
輪読・プレゼンテーション形式で行う。 
また、コンピュータを用いた実習も行う。 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
未定（初回のゼミで話し合って決めます。） 
 
【参考書】 
山本勲(2015)『実証分析のための計量経済学』 
中央経済社 
 
西山慶彦、新谷元嗣、川口大司、奥井亮(2019) 
『計量経済学』有斐閣 
 

試験・成績評価の方法等 
平常点（出席、報告、ゼミ論文など）に基づき成績評
価を行う。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

ゼミの企画等については、ゼミ生と話し合って決めていく予定です。 

応募に当たっての注意 

オープンゼミは実施しません。 

ゼミ参加希望者は、ゼミ説明会にできるだけ参加してください。 
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やむを得ない理由で参加できない場合は、事前にメールで連絡してください。 

メールアドレス（山崎）： yamazaki@econ.kyushu-u.ac.jp 

 

なお、応募者が多い場合は、申込書の内容と成績に基づいて選抜を行います。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済工学演習  （瀧本 太郎 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 データサイエンス入門 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  瀧本 太郎 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 
事前の準備やゼミでの発言はも
ちろん，積極的にゼミ活動に参
加することに加え，“やる気” 

キーワード 計量経済学，Deep Learning，統計ソフ
ト「R」，「Python」 

全体の教育目標 統計的手法に基づく分析を行う 
プレゼンテーション能力を養う 

個別の学習目
標 

自分でテーマを見つけ，ゼミでの分析
を通じて，データサイエンスの専門家
としての自信をつけること 

授業の概要 
無料で配布されている統計ソフト「R」や「Python」を使って，様々な統計的分析手法とその応用例を学
ぶ．また，教科書を用いて，計量経済学の基礎から応用とDeep Learningまで幅広く取り上げる． 

授業計画 
ゼミは3・4年生合同，2コマ連続の予定 
1. 前期：計量経済学の教科書，Deep Learningの教科書 
2. 前期最終日もしくは夏季：ゼミ論文（3年生），卒業論文（4年生）に向けたテーマの設定 
3. 後期：Deep Learningの教科書，ゼミ論文・卒業論文の作成 
4. 通年：各週に公表された統計データについての報告 
 
授業の進め方 
報告，実習，解説 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
１．福地・伊藤 (2011)『R による計量経済分析』朝
倉書店 
２．斎藤 (2016)『ゼロから作る Deep Learning』オ
ライリー・ジャパン 
３．斎藤 (2016)『ゼロから作る Deep Learning②』
オライリー・ジャパン 
【参考書】 
 

試験・成績評価の方法等 
出席，報告，議論への参加，ゼミ論文（3年生），卒
業論文（4年生） 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

 2011-2019 年度は，夏季休暇中にゼミ合宿を行い，また，後期に他大学とインターゼミナールを開催

していますが，2020 年度についてはゼミ生の皆さんと相談して決めていきたいと思います．なお，

2011-2012,2014-2016 年度は京都大開催，2013,2017,2019 年度は九大開催，2018 年度は兵庫県

立大開催です． 

 2017 年度前期・後期，2018 年度前期に，国立台湾大学とインゼミを行っています．2017 年度前期，

2018 年度前期は台湾大開催です． 

 2013-2019 年度は，10 月に加河ゼミ，北澤ゼミ，藤井秀ゼミと合同 BBQ を開催しました． 
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 2014-2019年度は，スポーツ大会を開催しています．2019 年度は，浦川ゼミ，宮崎ゼミ，大西ゼミと行

いました． 

 中国から 2 名，モザンビークから 1 名の留学生が大学院生として当ゼミで学んでいます．懇親会では

（英語での！？）留学生との交流も予定しています．入ゼミ時に英語をほとんど話せなかった人も，1

年経つと英語でのコミュニケーション能力がそれなりについているようです．その効果か，今まで 12名

の先輩が交換留学（フィリピン，フランス，イギリス，アメリカ 2 名，台湾 2 名，シンガポール 2 名，スウェ

ーデン，ベトナム，中国）に行っています． 

 博士後期課程の学生が 3名，修士課程の学生が 5名，当ゼミで学んでいますので，積極的に院生の

先輩と交流してもらえたらと思います． 

過去の活動については，HP も参考にしてください． 

応募に当たっての注意 

 選抜の際は，志望理由・成績をもとに総合的に判断します． 

 オープンゼミを実施する予定です．日時が決まり次第，ゼミナール関連情報にてアナウンスします． 

ゼミ説明会・オープンゼミへの参加は任意です． 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （村尾 徹士 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 産業組織論の理論とその実践 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  村尾 徹士 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 
ミクロ経済学I・マクロ経済学I
・基礎計量経済学Iの単位を全て
修得していること． 

キーワード 産業組織論，ゲーム理論と情報の経済
学，ミクロ経済学  

全体の教育目標 

学部中級レベルの産業組織論
を理解し，ニュースや新聞で見
聞きする企業行動・産業動向を
数理モデルに基づいて説明で
きるようになること．  

個別の学習目
標 

(1) 英語で書かれた教科書の精読を
通じた読解力および語学力の養成． 
(2) 自分の意見を論理的に相手に伝
えることができるようになること． 

授業の概要 本演習では，産業組織論の理論を学習したうえで，一般専門書を題材として産業組織論を
実際に「用いる」ための訓練を行う．すなわち，本演習は理論と実践の2つの柱からなる： 
 
【理論：産業組織論の理論】 
本演習の第1の柱は産業組織論の理論を学習することである．産業組織論とは，企業が行う様々な意思
決定とその帰結の理解を目的とする経済学の一分野である．企業の意思決定の例を挙げれば，(1) プラ
イシング戦略（製品価格の決定），(2) 製品戦略（他社との差別化，新規市場開拓，製品ポートフォリ
オの管理），(3) 流通・取引ネットワークの構築と管理，(4) 広告宣伝，(5) 研究開発投資，などがあ
る．このような企業の意思決定について，数理モデルを用いて分析するのが産業組織論の理論である
．本演習では英語で書かれた教科書（Industrial Organization: Theory and Application）に基づいて，
産業組織論の理論を学習していく．なお，産業組織論の理論は「ミクロ経済学（価格理論；ゲーム理
論）」を基礎として展開されているため，理論パートは「ミクロ経済学」の学習からスタートする．  
 
【実践：産業組織論の理論を「用いる」ための訓練】 
本演習の第2の柱は，産業組織の理論を実際に「用いる」ための訓練を行うことである．近年，情報技
術の急速な発展に伴い，社会経済も大きく変化している．たとえば，GAFA（Google, Amazon, 
Facebook, Apple）が世界経済をけん引するようになったり，あらゆるモノがインターネットと繋がる
IoT（Internet of Things）システムが様々な産業で導入され始めたりしている．では，この加速する
情報経済において，企業の意思決定は今後どのように変化していくのだろうか．本演習では，情報経
済に関する様々な事例を紹介しながら，企業戦略に関する解説を行った一般専門書である『情報経済
の鉄則 ネットワーク型経済を意思抜くための戦略ガイド』を題材として，産業組織論の理論を実際に
「用いる」ための訓練を行う．なお，著者の一人であるハル・ヴァリアン氏は著名なミクロ経済学者
であるとともに，現在は Google社のチーフエコノミストを務めている． 
授業計画 
① 英語で書かれた産業組織論の教科書を学習する． 
②一般専門書を題材として，産業組織論の理論を実践する． 

授業の進め方 
毎回の授業は，報告担当者による教科書の内容の「講
義」が中心となる．その内容を全員で徹底的に議論す
る．産業組織論の理論を全員が深く理解できるように
なることが目標である． 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
[1] Oz Shy (1996) Industrial Organization: Theory 
and Application, MIT Press.  
[2] シャピロ&ヴァリアン『情報経済の鉄則 ネット
ワーク型経済を生き抜くための戦略ガイド』日経BP 

試験・成績評価の方法等 
(1) 発表の内容・質，(2) ゼミでの議論への参加，に
基づいて評価を行う．５回以上授業を欠席した場合
は「不可」とする．  

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 
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ゼミの企画、その他特記事項 

 （学年関係なく）毎週活発に議論が行われています．しいていえば，アットホームさが売りのゼミだと思

います．ただし，ゼミ合宿や他大学との合同ゼミなどは実施していませんので，「イベントの多いゼミが

いい」という方にとっては物足りなさを感じるかもしれません． 

 希望者は 4 年次に卒業研究を行っています（過去，学外受賞歴あり）． 

応募に当たっての注意 

企業の意思決定に関して数理モデルを用いて分析することに関心がある方，理論経済学をもっと深く勉

強したいと思っている方に来て欲しいと思います．そのため，応募者多数の場合の選抜は，演習参加申

込書の内容に基づいて行います．演習参加申込書には，ゼミを志望する理由をできるだけ詳しく書いてく

ださい．その際，(1) 現在関心を持っている事柄（ニュース，経済問題，書籍の内容，など），および，（2） 

（もしあれば）ゼミで学ぶ内容を将来の進路にどのように活かしたいか，についても書いて下さい．演習参

加を希望する学生はゼミ説明会に必ず出席して下さい．やむを得ない事情により欠席する場合はメール

で事前に連絡して下さい． 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済工学演習  （浦川 邦夫 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 社会保障の経済学 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  浦川 邦夫 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 特になし。 キーワード 社会保障、格差、貧困 

全体の教育目標 
日本や他の諸外国の歴史・制度
・文化に対する理解を深め、現
行の社会保障制度に対する問題
意識を培う。 

個別の学習目標 
ゼミ生同士で互いに交流し、報告資
料を作成し報告する過程を通じて能
動的な学習能力を培う。 
 

授業の概要 
今年度の演習では、日本や諸外国の社会保障政策に注目し、医療・介護・年金などの諸制度が、人々の働
き方や，格差・貧困の削減にどのような影響を与えているかについて学ぶ。特に、「社会的入院」や「介
護離職」，「待機児童」など，現行の社会保障制度が抱えている重要な問題に焦点をあて、社会保障の資
源の配分や費用負担の公平性について議論する。後期は、全国の学生が集まる論文報告会に参加し、他大
学の学生とのアカデミックな交流を通じて、自分の視野や可能性を大いに広げてもらいたい。 
授業計画 
春学期…専門書や論文に基づき、我が国の社会保障制度（医療，介護，年金，保育）に関する具体的かつ
専門的な知識を深める。また，社会保障政策が家計の経済活動や国・地域の経済成長，格差・貧困の削減
に与える影響を分析した研究を学ぶ。 
秋学期…家庭環境や教育制度、社会保障政策が格差・貧困に与える影響を分析した理論・実証研究の輪読
・発表・討論を行う。論文報告会やインゼミに参加し、他大学の学生との交流機会を積極的に持つ。 
授業の進め方 
報告・討論のゼミ形式で行う。 

教科書及び参考図書 
【参考書】 
権丈善一 (2017)『ちょっと気になる医療と介護』 

慶應義塾大学出版会 
ボグナー & ヒロセ (2017)『誰の健康が優先される
のか―医療資源の倫理学』岩波書店 

試験・成績評価の方法等 
ゼミでの発表内容や課題50％ 出席50％ 
 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

BBQやスポーツ大会などの学内交流に加え、他大学とのインゼミ（神戸大学，慶応大学，上智大学，埼

玉大学，西南学院大学などを予定）、ゼミ旅行（医療・福祉施設の見学を含む）を通じて学際的な交

流を行う。 

応募に当たっての注意 

ゼミに関するより詳細な質問は、メールで随時受け付けます。 

urakawa@econ.kyushu-u.ac.jp 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   ■手書き   □Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   ■手書き   □Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （葉  聰明 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 行動経済学による企業分析 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 葉 聰明 
（Tsung-ming Yeh） 

授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 とくになし キーワード 行動経済学，企業価値，企業戦略 

全体の教育目標 
企業行動を経済学的に分析し，
企業価値への影響について評価
することができること 

個別の学習目
標 

 自主的学習の習慣 
 プレゼンのスキル 
 コミュニケーション能力 

授業の概要  
本年度（2020年）は，企業価値に関連する企業行動を心理学のアプローチで分析する「行動経済学」に

ついて勉強します。 
人間が理性的に行動するという前提に基づく伝統的なアプローチと別に，人間が様々なバイアスを持ち

，経験による無意識の意思決定をするような（つまり理性的ではない）場合，それが経営者，投資家，家
計にどのように影響し，どのような結果（企業価値，株価，消費・貯蓄など）をもたらすのか，について
過去数十年間にわたって盛んな研究がおこなわれてきた。 

このゼミの前半では，伝統的なアプローチによる企業分析について、後期では行動経済学・行動ファイ
ナンスについてそれぞれ勉強します。定番的な教科書及び重要な論文を輪読の形式で勉強します。 

具体的なトピックは企業価値の評価方法，市場効率，投資理論，経営トップの報酬制度，Ｍ＆Ａ（企業
合併買収），集団意思決定プロセスなどが予定されています。 
授業計画 

本年度（2020 年）は 3 年生と 4 年生と合同で実施します。 
教科書の章や学術論文を順番に勉強していきます。 

授業の進め方 
教科書を輪読する形式でメンバーが分担して報告，討
議を行う。 

教科書及び参考図書 
適宜指示する。 

試験・成績評価の方法等 
70％授業への貢献（報告や討議など） 
30％レポート 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できる。 

その他特記事項 

とくになし 

応募に当たっての注意 

ゼミ説明会：参加必須。 

ゼミ選抜基準：履修状況や成績など総合的に判断。 

オープンゼミ実施：なし。 

授業との重複や就職活動などでやむを得ず参加できない場合、別途面談。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

 

52



経済工学演習  （内田 交謹 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目  ファイナンス 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  内田交謹 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 ファイナンス分野の実証研究に
強い関心があること キーワード リスク・リターン、株価、投資、企業

評価、資金調達、配当、合併・買収 

全体の教育目標 
ファイナンス（特にコーポレー
トファイナンス）に関する主要
な理論の理解と研究への応用 

個別の学習目
標 

ファイナンスの主要理論を理解した上
で実証分析を行い、プレゼンおよびゼ
ミ論文を執筆する。 

授業の概要 
年度当初は株価決定、企業の投資、資金調達、配当等に関する基礎的なファイナンス理論の確認およびデ
ータ演習を行い，ファイナンス分野の研究文献の輪読を行います。その後，関心のあるテーマについて実
証研究に取り組む予定です（グループ研究）。 

授業計画 
■ 第1回~第8回：ファイナンスの基礎的理論の確認とデータ演習・発表 
■ 第9回~第13回：ファイナンス分野の研究論文の輪読  
■ 第14回～第30回：ファイナンスに関するグループ研究（データ収集・分析，プレゼン） 
 
授業の進め方 
春休みに指定図書を読んでもらい，4 月からはその内
容について確認とデータ演習を進めます。その後，指
示した文献の輪読やデータ収集，分析を進めます。 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
適宜指示する 

【参考書】 
適宜指示する 

試験・成績評価の方法等 
 
平素の成績 60％、課題・ゼミ研究40% 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

 飲み会（不定期）、インターゼミ (過去、神戸大学、東京工業大学、長崎大学等と実施)。 

 研究に主眼を置くため，受け身ではなく自分の頭で考えて質疑を行い、理解を深めることを重視しま

す。基礎的な質問を含め、恥ずかしがらずによく喋る学生を募集します。 

 ゼミ研究にはかなりの時間と労力を要します。ゼミ活動に多くの時間と労力を割く必要があります。 

応募に当たっての注意 

 ゼミでは，自分だけではできない研究に積極的に取り組んで欲しいと考えています。 

 希望者はゼミ説明会に参加してください。ゼミ見学については説明会で周知します。 

 採用にあたっては面接を実施する場合があります。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （堀 宣昭 ゼミ） 

授業科目名 経済工学演習 講義題目 新しい社会経済学 

 授業科目区分 選択必修科目 授業科目コード  
授業方法及び 
開講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 堀 宣昭 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 【基本科目】ミクロ経済学・マク
ロ経済学の単位修得 キーワード 社会経済学、Social Preference 

全体の教育目標 現実の社会問題に対する経済学の
応用能力を養う。 個別の学習目標 授業の概要を参照。 

授業の概要 
社会経済学は、集団が個人の選択に影響を与えるような「非市場的社会現象」を、方法論的個人主義と

個人合理性に基づく経済学のメソッドによって説明しようとする研究です。「非市場的社会現象」とは、

特定の集団や地域で広く共有される文化（規範、慣習、社会観、価値観、アイデンティティなど）の他、

ピア効果や近隣効果といった集団現象、社会的ネットワークの形成などを指します。このゼミでは、様々

な社会経済学的研究テーマに対して、現代の経済学がどのようなアプローチによって研究を行っているの

かを紹介し、そのフレームワークや分析ツールを学んでいきます。また、歴史学や社会心理学など、関連

する分野の文献も講読します。ゼミは3-4年生合同で行います。 
授業計画 
I. Indirect Social Preference 

(1) Signalling 
(2) Self-Enforcing Social Beliefs 
(3) Social Assets  

II. Social Engineering of Beliefs 
(1)  Belief in a Just World 

III. Direct Social Preference 
(1) Replicator Dynamics 
(2) Cultural Transmission and Socialization 

授業の進め方 
 
学生による報告/討論+適宜講義 

教科書及び参考図書（予定） 
メインとなる教材は適宜指示する。そのほかに次のような副読本を

予定する。 
 ジョセフ・ヘンリック『文化がヒトを進化させた』白揚社，2019. 
 アリエル・ルービンシュタイン『ルービンシュタイン ゲーム理論

の力』東洋経済新報社，2016 
 Eric Kaufmann, Whiteshift: Populism, Immigration and the 

Future of White Majorities, Penguin，2019 
試験・成績評価の方法等 
報告の内容及び平素の学習態度（出席も含む）。 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 
 通常のゼミ以外に、関連する文献を集中的に講読するための輪読会（合宿？）を企画します。 
 経済学に限らず、広く社会科学全般に知的好奇心を持つ学生の参加を期待します。 
応募に当たっての注意 
 オープンゼミは実施しません。 
 応募に当たってゼミ説明会への参加は必須ではありませんが、ミスマッチを防ぐためできるだけ参加

しておいてください。 
 応募者多数の場合は面接を実施するので、応募締め切り後、連絡の取れる状態にしておいてください。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。）  

第 1 次募集 

第 2 次募集 

□手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

□手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （磯谷 明德 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 グローバリゼーションの中での
現代経済学 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  磯谷明徳 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 

経工は演習が必修４単位のみで
あるが、３・４年連続でのゼミ
への所属を必須とする。（但し
、2021年度ゼミの開講について
は、下記の「応募にあたっての
注意」に十分に留意すること。
） 

キーワード 

エコノミック・リテラシー、市場理論
、ゲーム理論、GVC（グローバル・バ
リューチェーン）、付加価値貿易（TiVA)
、国際産業連関表、価値のゲーム、第4
次産業革命 

全体の教育目標 
前期では、現代経済学の理論的
基礎を再確認する学習を行い、
後期では、現代的なトピックス
に関わる文献を読む。 

個別の学習目
標 

前期：ミクロ経済学の基礎理論を再確
認する学習を行う。 
後期：新次元のグローバル化が国際経
済にもたらしている複雑な現象をGVC
の視点を通して主体的に考える。 

授業の概要 
本演習は、前期と後期の２部編成とする。前期では、現代経済学の基礎を再確認するのを目的として、

2010年度からはミクロ経済学、マクロ経済学、ゲーム理論の３本立てとして、順番にテキスト輪読を行っ
てきた。今年度前期には、ミクロ経済学の基礎と応用を学習する。後期には、GVC（グローバル・バリュ
ーチェーン）を総括的に解説する優れた著作（第31回アジア・太平洋賞・特別賞受賞著書）を輪読する。 
 前期：ミクロ経済学の基礎を再確認する 

テキストとして、神取道宏『ミクロ経済学の力』日本評論社、2014年を用いる。著者が述べるように、ド

ライブ感をもって本書を読むことができるはずであり、ミクロ経済学の応用についても思わぬ発見ができる

はずである。 
 後期： GVCの視点から新次元のグローバル化を考える 
 テキストとして、勝俣哲史『グローバル・バリューチェーン』日本経済新聞社、2019年を用いる。GVC
に関する一般向けの解説書であるが、専門書としても十分に読み応えのあるものであり、国際経済に関す

る新たな知見を獲得できるはずである。 

授業計画 
【前期】 
第1回 ガイダンス・日程決定 
第2回 消費者行動の理論① 
第3回 消費者行動の理論② 
第4回 企業行動の理論①  
第5回 企業行動の理論② 
第6回 市場均衡① 
第7回 市場均衡② 
第8回 市場の失敗 
第9回 独占 
第10回 同時手番のゲームとナッシュ均衡① 
第11回 同時手番のゲームとナッシュ均衡② 
第12回 時間を通じたゲームと戦略の信頼性 
第13回 保険とモラル・ハザード 
第14回 逆淘汰とシグナリング 
第15回 社会思想の話をしよう 
 

【後期】 
第 1 回 日程決定 
第 2 回 GVC とは何か 
第 3 回 GVC 誕生秘話① 
第 4 回 GVC 誕生秘話② 
第 5 回 GVC と米中貿易問題① 
第 6 回 GVC と米中貿易問題② 
第 7 回 付加価値貿易① 
第 8 回 付加価値貿易② 
第 9 回 付加価値貿易の計測法① 
第 10 回 付加価値貿易の計測法② 

第 11 回 技術革新と経済発展① 
第 12 回 技術革新と経済発展② 
第 13 回 GVC パラダイム 
第 14 回 新・南北問題① 
第 15 回 新・南北問題② 
第 16 回 GVC と第 4 次産業革命 
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授業の進め方 
 レポーターによる担当箇所の報告とコメンテー

タと全員による討論。適宜、担当教員による講

義・解説を挿入する。 
 毎回 5～10 分程度の「週間経済報告」（ゼミ前の

1 週間に起こった経済的な出来事の報告）をレポ
ーター、コメンテータ以外の１名が行う。 

 3 年・4 年の合同ゼミ 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
【前期】 
神取道宏『ミクロ経済学の力』日本評論社、2014

年。 
【後期】 

勝俣哲史『グローバル・バリューチェーン』日本
経済新聞社、2019年。 
 

試験・成績評価の方法等 
ゼミでの報告・討論への参加度・貢献度 50％＋ 
出席 50％。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登
録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

夏休み期間中にゼミ夏合宿＋工場見学等（２泊３日）を実施する。全員参加が原則。 

応募に当たっての注意 

 ゼミナールへの参加申込書には、本演習を志望する理由・動機を詳しく書いてください。ゼミ参加の許

可・不許可は、参加申込書によって決定します。文章力やゼミ参加への熱意・情熱などを評価します。

なお幾人かの応募者については、面談を実施することがあります。 

 ゼミ説明会への参加は必須です。なお、当日参加できない方は、メール（isogai@econ.kyushu-u.ac.jp）

にて問い合わせ下さい。 

 

【応募者への特別の注意】 

①ゼミ担当教員は、2021 年 3月末で定年退職となります。したがって、ゼミの開講は 2020年

度の 1年限りです。応募に際しては、この点に十分留意願います。 

②2020 年度後期のゼミは、第 4 クォーター（冬学期：12 月～2 月）のみの開講となります。

この学期のゼミは 2コマ連続の授業時間となります。前期は通常の 4月～8月開講、後期は 12

月～2月のみの開講という変則的なものになります。 

ゼミ参加希望者は、上記の①②について熟慮して、ゼミへの参加申し込みを行ってください。 

 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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経済工学演習  （菅  史彦 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 実践・データ分析 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  菅 史彦 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 
統計学・計量経済学の基礎を理
解していることが望ましいが、
並行履修でも構わない。 

キーワード ミクロデータ分析、計量経済学、労働
経済学 

全体の教育目標 

データから何がわかって何がわ

からないのかを知ること。 

自分の考えの正しさ・確からし

さを示すために、自分でデータ

を分析できるようになること。 
自分の考えを人に伝えるための
技術を磨くこと。 

個別の学習目
標 

３年生の目標は、統計学・計量経済学

の有用性と限界を理解し、統計ソフトR

を使いこなせるようになること。  
４年生は、各自でテーマと分析したい
データを見つけ、統計ソフトを使って
自力でデータ分析ができるようになる
ことを目指す。 

授業の概要 
相関関係（二つの変数が連動していること）は、必ずしも因果関係（原因・結果の関係）を意味すると

は限らない。それでは、どのような情報や変数があれば、変数間の因果関係を証明することができるだろ

うか。本演習では、データから変数間の因果関係を見出すために必要な条件や、その条件が満たされたと

きに使える手法について学ぶ。それにより、データを使って何が出来て、何が出来ないのかを知り、デー

タ分析をどのようにして仕事や日々の暮らしに役立てることができるのかを理解することを目指す。 
基本的には３、４年生合同とするが、人数が多すぎる場合は分けることとする。 
授業計画 
【前期】 

３年生は、前期で教科書の輪読（発表＆議論）、東京大学社会科学研究所データアーカイブのデータ紹

介、およびデータ分析に関する本の発表を平行して行う。教科書の発表では、統計ソフトＲを使い、教科

書の内容の再現と、演習問題の解説までしてもらう。 

 ４年生は、各自関心のあるテーマに沿って東京大学社会科学研究所データアーカイブでデータを見つけ、

前期の終わりにデータの概要や関心のある変数に関する基本統計量について発表してもらう。発表のタイ

ミングについては、就職活動の進捗状況を考慮し、可能な限り柔軟に決めることとする。 

 
【後期】 
３年生は、教科書の輪読の代わりに東京大学社会科学研究所データアーカイブのデータを使い、実際に

データを使った実証分析をしてもらう。データ紹介と本の発表は後期も継続する。 
４年生は、前期に選んだデータを使い、回帰分析等の手法を駆使して分析し、分析結果を発表してもらう
。分析結果はデータ利用報告書としてまとめてもらう（全員）が、希望者は卒業論文にまとめる（希望者
のみ）。 
 
授業の進め方 

一人20～30分程度で、毎回３～４人に順番に発表し

てもらう。基本的にはスライドを使って発表し、内容

について全員で議論する。また、前期は教科書に練習

問題があるので、一章終わるごとにそれを解いて提出

するとともに、解き方を一人に解説してもらう。 

データを使った実証問題については、無料統計ソフ

ト”R”を使って実習を行う。Rは３年生のうちに回帰分

析まで一通りできるようになることを目指す。 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
星野・田中（2016）『Ｒによる実証分析－回帰分析

から因果分析へ－』オーム社 
 
【参考書】 
中室牧子（2015）『学力の経済学』 
山口慎太郎（2019）『「家族の幸せ」の経済学』 
レヴィット＆ダブナー（2005）『ヤバい経済学』 
レヴィット＆ダブナー（2010）『超ヤバい経済学』 
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発表者は事前に割り振るが、発表者以外の受講者も全
員事前に読み、（前期は）練習問題を解いてくること
とする。問題の解説は毎回ランダムに決める。 

伊藤公一朗（2017）『データ分析の力－因果関係に
迫る思考法』 
ソーチック（2016）『ビッグデータベースボール』 
大湾秀雄（2017）『日本の人事を科学する』 
 

試験・成績評価の方法等 
発表（50%）、出席＆授業態度(30%)、宿題(20%)。授
業態度は積極性を重視する。 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できる。四年次の受講は、三年次に受講した学
生に限る。 

ゼミの企画、その他特記事項 

 卒業論文については、希望者のみ指導する。ただし、大学院進学希望者や、（留学などの際に）将来

的に推薦状が必要となる可能性があると思う学生は、執筆することが望ましい。 

 ゼミ合宿やインターゼミ等の企画はまだないが、今後の希望者の有無と雰囲気によっては開催される

かもしれない。 

 10 月の九大祭にて流しタピオカ店を出店予定（任意参加）。 

応募に当たっての注意 

 ゼミ説明会には可能な限り参加すること。 

 ゼミ説明会に参加できない場合は、メール（suga“at”econ.kyushu-u.ac.jp）にて連絡すること。個別

に説明、もしくは（参加できない学生が多い場合は）追加で説明会を行う。 

 11 月 28 日（木）四限をオープンゼミとするので、ゼミの雰囲気を知りたい場合は参加すること。 

 オープンゼミ参加希望者は事前に私にメールで連絡すること。人数が多すぎる場合は、12 月 5 日

（木）四限にも振り分けることとする。 

応募数が上限を超えた場合には、統計学・計量経済学への理解度、関心のあるテーマとＧＰＡに基づい

て書類選考を行う。そのため、演習参加申込書には、 

① 学年、 

② 統計学や計量経済学に関係する講義をこれまでに受講したことがあるか、 

③ （受講したことがあれば）その時の成績、 

④ 興味・関心のあるテーマ（統計学や計量経済学でなくても構わない）、 

⑤ ＧＰＡ 

を明記すること。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （北原 知就 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 数理計画法 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  北原 知就 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 
「微分積分学・同演習AB」、 
「線形代数・同演習AB」の単位
を修得していることが望ましい
です。 

キーワード 数理計画法、オペレーションズ・リサー
チ 

全体の教育目標 
数理的能力、プログラミング能
力、コミュニケーション能力、
英語力を総合的に伸ばすことを
目標とします。 

個別の学習目
標 

1. 自分が理解したことを他人に自分の
言葉でわかりやすく説明できる。 
2. 数理計画法の基本的なアルゴリズム
を理解し、プログラミングできる。 
3. 英語で書かれた専門文献を理解でき
る。 
4. 自ら課題を見つけて勉強や研究を進
め、結果をわかりやすくまとめられる。 

授業の概要 
数理計画法とは、現実の意思決定問題を数学的にモデル化し、得られたモデルをアルゴリズムを用いて解
くことによって、効率的な意思決定を目指す方法論です。この授業では、まず数理計画法の理論を基礎か
ら学び、基本的なモデルやアルゴリズムを理解します。同時に、基本的なアルゴリズムをプログラミング
言語を用いて記述できるようにします。さらに、データ解析のコンペに参加するなどして、自主性や実践
力を伸ばすことを目指します。本授業は3年生と4年生合同で行う予定です。 
授業計画 
本授業は、2年連続で参加することを想定しています。それぞれの学年の授業計画は次の通りです。 
3年次：数理計画法の理論的基礎とプログラミング手法を学習する。 
4年次：データ解析のコンペに参加し、3年時に勉強したことを実践的に使えるようにする。コンペ参加を
通して得られた知見をまとめる。 
授業の進め方 
1. 日本語または英語で書かれた専門文献を輪読しま
す。 
2. 演習問題やプログラミング課題を課し、授業中に
説明してもらいます。 
3. データ解析のコンペに参加し、3 年時に勉強したこ
とを実践的に使えるようにします。コンペ参加を通し
て得られた知見をまとめてもらいます。 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
・First course in algorithms through puzzles, 
Ryuhei Uehara, Springer (2019) 
・IT エンジニアのための機械学習理論入門、中井悦
司、技術評論社 (2015) 
【参考書】 
・適宜指定します。 
 

試験・成績評価の方法等 
授業参加の様子などから総合的に評価します。 

その他 
演習参加申込を行い、受講を認められた学生だけが
登録できます。 

ゼミの企画、その他特記事項 

1. 開設して 3 年目のゼミです。ゼミの運営については、手探りの部分もありますが、皆さんと良いゼミを目

指していきたいと思っています。 

2. 皆さんのよい部分を見つけ、伸ばしていけるようなゼミでありたいと思っています。 

3. ゼミ論文を課すことは、現時点では考えていませんが、データ解析コンペへの参加など、自主的、

実践的な学びの機会を設けます。 

4. 副演習で参加している学生もいます。今年度の参加状況は 3 年生：経済経営学科 2 名、4 年生：経済
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工学科 1 名となっています。 

5. ゼミの企画は学生の皆さんの自主性にお任せします。 

応募に当たっての注意  

1. オープンゼミは実施しません。 

2. ゼミを選ぶ際は、ミスマッチを避けるため、一度は教員と話をしておいたほうが良いと思います。そのた

め、当ゼミを希望される方は、できるだけ説明会へ出席してください。用事等で出席が難しい場合は、

個別対応もできますのでご連絡ください。 

3. 選抜にあたっては、志望理由を重視します。 

4. ゼミについてわからないことがありましたら、お気軽に下記アドレスにご連絡ください。 

  アドレス：tomonari.kitahara’at’econ.kyushu-u.ac.jp (‘at’を@で置き換えてください) 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （大西 俊郎 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 Bayes統計学入門 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名  大西俊郎 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 

「微分積分学・同演習AB」， 
「線形代数・同演習AB」および
「数理統計学Ⅰ・Ⅱ」の単位を
修得済みであること． 
 

キーワード Bayes統計学， 
統計ソフトウェアR 

全体の教育目標 

統計学の理論習得および 

現実の問題への応用． 

プレゼンテーション能力の 

向上． 

 

個別の学習 
目標 

Bayes統計学の考え方を理解する． 
データ解析およびシミュレーションを
行う． 

授業の概要（2020年度は開講するが，2021年度は非開講となる可能性が高い．1年間の学習だけになる可
能性が高いことに注意すること） 
近年注目を集めているBayes統計学を学ぶ．統計学は科学の文法と言われることがあり，自然科学・人文科
学・社会科学の幅広い学問分野で実証分析・データに基づいた意思決定に用いられている．Bayes統計学の
特長は，事前情報とデータを統合することによって合理的な推測を可能にする点にある．未知パラメータ
の個数が多い場合にパフォーマンスがよいことが知られている．ビッグデータでは多数の未知パラメータ
を含む統計モデルが用いられるため，今後その重要性がますます高まると予想される．2年次後期の「数理
統計学」で学んだ内容は，Bayes統計学と対比して頻度主義の統計学と呼ばれる．Bayes統計学と頻度主義
の統計学について，大学院レベルの入門書を1通り学ぶことを目標とする． 
演習は3・4年合同で，2コマ連続（90分×2）で行う． 
 
授業計画 
1. Bayes統計学（2020年度は大学院レベルの教科書を輪読するのみとなりそうである） 

① Bayes統計学の入門書を精読する．2項分布と正規分布を例題としてBayes統計学の基本的考え方を

理解する．事前情報をパラメータが従う確率分布として表現し，事前情報とデータを統合する方

法を習得する．シミュレーションにおける必須のツールであるマルコフ連鎖モンテカルロ（Markov 

Chain Monte Carlo, MCMC）法を学び,  統計ソフトウェアRでプログラミングする． 

② また，大学院レベルの教科書を輪読し，理解を深化させる． 

 

2. 頻度主義の統計学（2020年度は統計ソフトウェアRを使った統計学の復習が中心となりそうである） 

① 統計ソフトウェアRを使いながら，頻度主義の数理統計学を復習する．Rの利用を通してプログラ

ミングを学ぶことができ，かつ，グラフィック機能を使うことにより数理統計学を視覚的に理解

できる． 

② また，大学院レベルの教科書を輪読し，2年次の数理統計学では取り扱わなかった最尤推定や十分

統計量などの概念を学ぶ． 

 

3. 数学の知識の補強（2020年度はおそらく学ぶ時間がとれそうにない） 

1年次に使用した微分積分学と線形代数学の教科書で未修部分を学ぶ．例えば，級数，微分方程式，2

次形式など． 
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授業の進め方 
セミナー形式で行う． 

教科書及び参考図書 
【教科書】 

1. 『R によるやさしい統計学』山田剛史・杉澤武俊・村井潤一郎， 

オーム社 (2008) 
2. 『確率の基礎から統計へ』 吉田伸生，遊星社 （2012） 

3. 1 年次に使用した微分積分学と線形代数学の教科書 

 
【参考書】 

1. "Introduction to Mathematical Statistics (8th ed.)"  
Hogg, R.V., McKean, J.W and Craig, A.T. (2018). 

2. “Probability Theory – An introductory Course” Sinai, Y.G. (1992). 
3. 『入門ベイズ統計学』 中妻照雄，朝倉書店 (2007) 

 
試験・成績評価の方法等 
演習での発表・質疑応答
を総合的に評価する． 
欠席が一定回数を超え
ると不可とする． 
 

その他 
演習参加申込を行い，受講を認められた学生だけが登録できる． 

ゼミの企画、その他特記事項 

1. 統計学の理論を体系的に修得することおよび乱数を使ったモンテカルロ・シミュレーションを学べる

ことが本ゼミの特色である． 

2. ゼミ論文の代わりに統計検定 2級（または準 1級）の合格を課す．2級は大学基礎科目レベル． 

検定試験については http://www.toukei-kentei.jp/ を参照． 

3. 要望に応じて自主的な勉強会を行うことも可能．経済学部のカリキュラムにない数学（複素関数，ル

ベーグ積分）の本の輪読，アクチュアリー試験対策を実施したことがある． 

 

応募に当たっての注意 

1. オープンゼミは行わないが，随時相談を受け付ける． 

2. ゼミ説明会は参加必須とする．やむを得ず欠席する場合は事前にメールすること． 

3. 申込書には GPAとともに微分積分学・同演習 AB，線形代数・同演習 AB，数理統計学Ⅰ・Ⅱの成績を記

入すること．もし応募多数となった場合は，これら科目の成績を重視して選考を行う． 

4. 出席が前提となる科目である．欠席が一定回数を超えると不可にするので注意すること． 

5. 演習参加申込書の文章があまりに短いときは受け入れないことがある． 

 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （小室 理恵 ゼミ） 

授業科目名 経済工学演習 講義題目 微分方程式を用いた数理モデリング 

授業科目区分 選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び 
開講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 小室 理恵 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 ４単位 

履修条件 基幹教育で必修の数学の内容

を理解していること． 
キーワード 数理モデリング，常微分方程式 

全体の教育目標 
様々な分野における現象を表

した微分方程式の構築を理解

し解析する． 
個別の学習目標 

教科書を読んで内容を理解するだけ

でなく，発展的に学習する能力を身

に付ける． 

授業の概要 
現象を数式で表すことを数理モデリングという．微分方程式は数理モデルとしてよく使われる手法であ

り，物理や生物の現象を説明するための非常に有効なツールである．経済学の分野でも微分方程式を用

いて様々な数理モデルを構築することができる．この授業では，微分方程式を用いた数理モデルを扱う．

様々な分野における現象を微分方程式で表すこと，さらにはその解析方法について学習する． 
２年目以降の受講者（４年生）とは別に行う． 

授業計画 
まずは基礎となる常微分方程式の教科書を読み進め，途中で何度か数理モデルを使った応用例（絵画の

年代測定，生物の捕食-被食関係等）にふれる．知識をある程度得た後，ソフトウェアを用いて数値的解

法および分析方法も学習する． 

授業の進め方 
輪講形式で教科書を読み進める 
 

教科書及び参考図書 
【教科書】今年度は「コア・テキスト 微分方程式」

サイエンス社を読んでいるが来年度は未定 

試験・成績評価の方法等 
原則として出席必須．成績は発表や課題提出等で

総合的に判断する． 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけ

が登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

応用数学のゼミなので，数学が「好き」な人が対象であるが，「得意」である必要はない． 

応募に当たっての注意 

ゼミ説明会： ミスマッチを避けるため，受講希望者は出席することが望ましい．出席できなかった場合は応募前

に必ず連絡すること．２次募集の際も同様． 

申込書： 漏れなく記入すること．志望理由を重視して選考する．また，こちらから連絡することもあり得るの

で，頻繁にチェックしているメールアドレスを明記すること． 

質問があればメール（rie.komuro’at’econ.kyushu-u.ac.jp）で連絡を． 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

 

63



経済工学演習  （松本 浩一 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 金融工学・数理ファイナンス 

 授業科目区分  選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ  

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 松本 浩一 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件 線形代数，微分積分，基礎的な
確率・統計の知識 キーワード 金融工学，数理ファイナンス 

全体の教育目標 金融工学の専門知識の習得 個別の学習目
標 Black Scholes 価格式の理解 

授業の概要 
 金融工学は金融機関における投資，リスク管理，商品開発などのために発展してきた学問である。最近

では，天候，地震，不動産，企業経営に伴う事業リスク等も研究対象としており，応用分野は多岐にわた

る。今や金融工学は金融機関のみならず，一般企業にとっても有用な学問である。 
 本講義は，金融工学の専門知識を生かした職務を志望する学生，あるいは研究者を目指す学生を対象と
したゼミである。ゼミでは特に数理的専門能力の育成に重点を置く。 
授業計画 
 講義では，金融工学に関する教科書を分担して精読する。金融工学の専門的知識を深めつつ，金融市場
に関する知識もバランスよく身に付けていくことが重要である。教科書は受講予定者の希望を踏まえて決
定する。 

授業の進め方 
 教科書を分担して担当者が説明し，質疑
応答を行うセミナー形式で行う。 

教科書及び参考図書 
Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance Ⅰ: The 
Binomial Asset Pricing Model, Springer Verlag, 2003 
ジョン ハル, 東京三菱銀行金融商品開発部(翻訳)『フィナンシ
ャルエンジニアリング―デリバティブ取引とリスク管理の総体
系』金融財政事情研究会，2009年 

試験・成績評価の方法等 
 平素の授業での発表，質疑応答を総合的
に評価する。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけが登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

 文理双方の能力を必要とする。数学，経済，計算機すべてに意欲的に取り組める好奇心旺盛な学生

が望ましい。 

応募に当たっての注意 

重要注意：現在，英国にて在外研究を行っており，３月まで帰国する予定はないため，本年度のゼミ

説明会は開催しない。代わりに，ゼミに関する情報は下記の HPに掲載する。 

https://sites.google.com/site/matsumotolecture/ 

 

 本ゼミへの参加を希望する学生は，定められた日時までに以下の手続きを行うこと。 

１．ゼミ申込書（Word）に下記の内容をすべて記述し，事務に提出すること。 
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（１）将来の夢，展望（希望職務，大学院進学等，なるべく具体的に記入） 

（２）志望動機 

（３）ゼミ関連科目成績（以下の基幹教育数学の成績は必ず記入，３年次編入者は対応科目を記入） 

   線形代数Ａ 線形代数Ｂ 微分積分Ａ 微分積分Ｂ 

   金融工学・数理ファイナンス関連分野（数学，統計，計算機等）があれば記入 

（４）自分が当てはまると思うほうを選択せよ。 

   数学が（好き，嫌い），数学が（得意，苦手） 

（５）英語のテキストを使用することは可能か。 

（６）２年間，ゼミに集中して取り組むことができるか。 

  （毎週，十分な予習が必要となるため，副ゼミは不可） 

（７）自己アピール 

  （他のゼミ参加者に，どのような貢献ができるか，理由を明確にして記述すること） 

２．必ず，メールにて松本（k-matsu@econ.kyushu-u.ac.jp）までゼミ参加希望の連絡をすること。 

  本文には必ず氏名，学籍番号を含め，事務に提出した Wordファイル複製を添付すること。 

  なお，重要事項を送付してきたメールに返信連絡する予定であるため，普段から確認している 

  メールアドレスを用いること。 

 

ゼミ参加者の可否は，ゼミ参加申請書と面接（可能ならば，LINE 等を用いて行う）によって決定する。 

面接を行う場合，時刻は日本時間で夕方となる予定である。 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

    第１次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 

    第２次募集   □手書き   ■Word ファイル  □いずれも可 
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経済工学演習  （古川 哲也 ゼミ） 

 授業科目名 経済工学演習 講義題目 情報システムでのデータ利用 

 授業科目区分 選択必修科目 授業科目ｺｰﾄﾞ ― 

授業方法及び開
講学期等 通常講義 通年 

担当教員名 古川哲也 授業対象学生 
及び学年等 3年以上 

単位数 4単位 

履修条件  キーワード  

全体の教育目標 情報技術を用いたデータ利
用を理解する 

個別の学習目
標 

情報システムを活用する上での知
識を身につける 

授業の概要 

情報化社会といわれる現在では、大量のデータをいかに活用するかということが重要である。本演習
では、コンピュータ利用に関する基礎知識を得るとともに、コンピュータを用いて収集したデータを
整理、解析し利用できるようにする過程を幅広く検討する。演習は３・４年合同で行う。 

授業計画 
コンピュータを用いたデータ利用にかんする様々な事例について学習する。 
第１回 ガイダンス：ゼミの進め方等 
第２回以降 報告および討論と情報技術の解説 

授業の進め方 

報告とそれに関する討論およびレポート。実習を
課すことがある。 

教科書及び参考図書 
【教科書】 
 
【参考書】 随時紹介する。 
 

試験・成績評価の方法等 
平素の成績 50%、レポート 50%。 
原則として出席は必須。 

その他 
演習参加申込を行い受講を認められた学生だけ
が登録できる。 

ゼミの企画、その他特記事項 

情報処理に関する資格（ＩＴパスポート、情報処理技術者など）の取得を推奨している。ゼミの運営には、メーリ

ングリスト、ホームページ、電子掲示板などを活用する。ゼミでは、資料のまとめ方、プレゼンテーション、討論

を重視する。また、ゼミ生の企画によるイベント（コンパ、合宿等）を行っている。 

応募に当たっての注意 

パソコンの操作を始めとする情報技術についての知識は求めない。ゼミへの参加を通じて情報機器を利用す

るための知識を身につけるが、ゼミはパソコン教室ではないので注意すること。 

オープゼミは実施しない。ゼミ説明会に参加できない場合は、メールで連絡すること。 

furukawa@econ.kyushu-u.ac.jp 

演習参加申込書の提出方法（※提出にあたっては、教員が ■ と指示している提出方法に従うこと。） 

  第１次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 

第２次募集   □手書き   □Word ファイル  ■いずれも可 
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