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経済学部
　経済学は人々の生活をどのように豊かにするかを追求するための学問です。 
神戸大学経済学部は開学以来の「真摯・自由・協同」の精神に基づいて広く社会においてリーダーと
して活躍できる人材を育てることを目的として，次のような学生を求めています。

経済学部の求める学生像
１．幅広く，豊かな教養とともに経済学を基盤とした専門的知識を身に付け，
　　社会の様々な出来事を分析し，論理的・創造的に思考できる学生。
　〔求める要素：知識・技能，思考力・判断力・表現力〕
２．すぐれたコミュニケーション能力を発揮できる学生。
　〔求める要素：主体性・協働性，関心・意欲〕
３．国際的に活躍するため英語など外国語を習得し，異文化を理解できる学生。
　〔求める要素：知識・技能，主体性・協働性，関心・意欲〕

大学院経済学研究科
　経済学研究科は開学以来の「真撃・自由・協同」の精神に基づいて，経済学における研究活動を行う，
あるいは高度の専門性が求められる職業を担うことができる人材を育てることを目的として，次のよう
な学生を求めています。

博士課程前期課程
経済学研究科博士課程前期課程の求める学生像
１．広い視野に立った深い学識と経済学に関する専門的知識を身に付けたい学生。
　〔求める要素：知識・技能，思考力・判断力・表現力，関心・意欲〕
２．社会の様々な出来事を，経済学を基盤として分析し，論理的・創造的に思考できる学生。
　〔求める要素：知識・技能，思考力・判断力・表現力，関心・意欲〕

博士課程後期課程
経済学研究科博士課程後期課程の求める学生像
１．広い視野に立った深い学識と経済学に関する高度な専門的知識を有する学生。
　〔求める要素：知識・技能，思考力・判断力・表現力，関心・意欲〕
２．社会の様々な出来事を，経済学を基盤として分析し，論理的・創造的に思考できる学生。
　〔求める要素：知識・技能，思考力・判断力・表現力，関心・意欲〕

Introduction　はじめに
 　01   学部長・研究科長　メッセージ

Faculty of Economics　経済学部
 　02   経済学とは　－様々な角度からアプローチ可能な，懐の広い学問－
 　03   深く，そして広く　体系的カリキュラム
 　04   何でも学べる多彩な専門分野
 　06   専門性・学際性・国際性を伸ばす特別プログラム，コース
 　08   個性を生かす少人数教育
 　10   夢は叶う，抜群の就職状況

Graduate School of Economics　経済学研究科
 　12   大学院　－専門家への道－
 　14   世界で活躍する研究者養成
 　16   高度専門職業人の育成
 　18   研究環境　－知の最前線－

Academic Environment　環境
 　20   豊かな環境に恵まれた研究の場

International Exchange　国際交流
 　22   神戸から世界へ，世界から神戸へ

Alumni Association ／ Others　同窓会／その他
 　24   同窓会：強力なサポート，広がる人脈 
 　25   国内最大規模のスタッフ陣 　

Admission Policy



六甲台一口メモ l 

01

01

In
tro

du
ct

io
n

は
じ
め
に

　まことに小さな国であった日本が，近代化へと邁進しつつあった

1902 年（明治 35 年）３月 27 日，勅令第 98 号によって「神戸高等商

業学校」が設置されました。神戸大学設立の年です。以来百十数年の歴

史の中で，実に多くの有能な人材を，実業界や官界，政界へと輩出して

きました。焦土と化した神戸の街が国際港としての活気を取り戻しつつ

あった 1953 年（昭和 28 年）には，大学院経済学研究科が設置され，

わが国の経済学研究の拠点の一つとして多くの有能な研究者を育ててき

ました。このように，神戸大学経済学部・経済学研究科の歴史は，まさ

に日本の大学の経済学教育・研究の軌跡そのものであると言っても過言ではありません。皆さんは，六甲

台正門の階段を上がり切った時の，淡い褐色に包まれた重厚な建物に，深く永い静かな時の流れを感じた

はずです。

　現在経済学研究科では，８大講座のもとに経済学系のみで 50 数名という国内最大規模のスタッフ陣か

ら構成されています。経済学の専門領域をほぼすべて網羅する教育，研究体制を整えていると言っても過

言ではありません。学部カリキュラムは，基礎から応用への段階的な履修が可能な体系的教育システムと

なっています。また経済学を学ぶ上で重要な資質となる数学と英語の能力に秀でた人材を育てるべく，数

学選抜，英数選抜，総合選抜という新しい入試制度も 2018 年からスタートしています。

　学生の国際的な交流が盛んであることも，経済学部・経済学研究科の大きな特徴です。海外協定大学

での留学を組み合わせ，英語で経済学の専門的知識を習得する IFEEK（５年一貫経済学国際教育プログラ

ム（International Five-year Economics Education Program at Kobe））を 2013 年にスタートさせました。

IFEEK は学部２年生から始まり，大学院修士課程まで最短５年間で修了することができるとても魅力的な

プログラムです。修了生は様々な分野に就職しており，いずれも第一線で活躍しています。さらに大学院

修士課程においてすべての講義が英語で行われる GMAPs（Global Master Program in Economics）も準備

されています。また経済学と法学の学際的な領域を深く学んでいく法経連携専門教育プログラムもあり，

同プログラムは海外での学修機会も取り入れる形で発展しつつあります。そしてこのような充実した教育

体制を持続できているのは，学部・大学院の卒業生，修了生から組織されている「凌霜会」の深いご理解

と多大なるご支援があることに，我々は心より感謝しています。

　皆さんが集い学び，教員が日夜研鑽に励み，自然が静かに四季を奏でている。こうした営みが１世紀以

上にわたって繰り返されていることに，私は「大学における美」を感じます。歴史に熟成された真の美こそ，

神戸大学経済学部・経済学研究科の美しさに他なりません。2022 年，神戸大学は創立 120 周年を迎えま

す。皆さんと共にさらなる美の進化に尽力したいと思います。

経済学部長・経済学研究科科長

松林洋一
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経済学とは −様々な角度から
アプローチ可能な，懐の広い学問−

綿貫 友子 教授

橋本 賢一 教授

日本経済史

国際マクロ経済学・マクロ動学

　私の専門は国際マクロ経済学です。一国の経済指標である国内所得や雇用，物価，また国
際間取引や為替レートなどが分析の対象となります。マクロ（巨視的）分析ではありますが，
一国の経済活動，その源泉は経済主体である我々個人の行動に因るものです。「人生は選択の
連続である」と名言にもあるように，我々は日々行動の選択に迫られ，各々様々な要因に依
拠し決定しているはずです。その因果を探る経済学はインセンティブの構造を捉える学問と
言えるでしょう。政府の政策も，個人の行動を把握せずに行えば，思惑とは違った，間違っ
た結果をもたらす可能性もあります。グローバル化が進展する中，選択の視野はより広大に
なります。経済学部で皆さんに関わる社会問題を広く深く考察してみませんか。よりよく生
活するためにも経済学は優れたツールとなるはずです。

経済学的視座で社会問題を考えてみよう

　経済史を構成する要素が時代，地域，事項ともに無数にあるなかで，私は日本の 14 世紀後
期から 17 世紀にかけての流通を主に研究しています。経済に関しては，近代資本主義社会の
成立期とされる 17 世紀後期以降，ともすれば実生活との関わりから直近の動向に関心が向け
られがちですが，現在は過去からの長大な時とそこでの人々の活動を集積し，順調な発展ば
かりではない停滞や退行の時期も経た先に位置しています。その間の人々と経済の関わりを
通して，自分の拠って立つところがどのような成り立ちで今日に至っているのかを知ること
は，足場を確かに，立ち位置を定めて広く社会，世界へと歩みを進めるうえできわめて重要
な意味をもつものと思います。

経済史を知るということ

　経済学と一口に言いますが，そのきちんとした定義を与え
ることは実は簡単ではありません。様々な学者が様々なこと
を言っていますし，「経済学とは，経済学者がやっていること
である」などというジョークも聞かれるくらいです。
　定義が難しい理由のヒントになるのが，今日の経済学に大
きな足跡を残したケインズの言葉です。「経済学の大家はもろ
もろの資質のまれなる組み合わせを所持していなければなら
ない。…彼はある程度まで数学者で，歴史家で，政治家で，
哲学者でもなければならない。」なるほど，経済学者は色々
な別の顔を持っていなければいけないようです。そして，ど
の顔がより大事かについては研究者間でも意見が分かれるで
しょうから，結果として皆が納得のいくような定義に到達し
にくいのでしょう。
　そう聞くと，皆さんは経済学をやるには他のことをたくさ
んやらなければならないと思って，尻込みするかもしれませ
ん。しかし上のケインズの言葉は，経済学の世界とはややか

け離れて見えるような学問分野の知識も，実は経済学の勉強
に役に立つという風にも読むことができます。とりわけ，今
まで皆さんが好きだった分野・科目の知識が，経済学の理解
を助けることになるかもしれないのです。例えば歴史が好き
な人は，過去に起きた経済的発展の理解を通じて現状を読み
解こうとするアプローチに共感を覚えるでしょう。また，数
学を知っていると，人々は数学の問題を解くがごとく消費な
どもろもろの行動計画を立てていく，という数理的なアプロー
チが頭に入りやすくなります。そんな具合です。
　経済学は，様々なアプローチが切磋琢磨しながら共存して
いる分野です。だから皆さんは，その中で自分に合ったもの
を選べばよいのです。経済学自体は一つの険しい山に例えて
いいかもしれませんが，ならばその裾野は意外に広いという
べきです。どうか皆さんには，自分なりのやり方で，大学在
学中をかけて登る価値のあるこの山に挑んでほしいと思いま
す。
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深く，そして広く 体系的カリキュラム
　神戸大学経済学部では，体系的カリキュラムにより，４年
間で段階的に入門レベルから上級レベルまで経済学を学ぶこ
とができます。１年生では，経済学を学ぶ上での基礎となる
必須科目（初年次セミナー，基礎演習，初級経済学，経済学
のフロンティア，経済史，統計学，中級ミクロ経済学）を受
講します。特に初年次セミナーと基礎演習は 30 名程度のク
ラスに分かれて，経済学部の教員が，それぞれの専門分野の
知識をもとに知的好奇心を刺激しつつ，新鮮な気持ちで経済
学の学習に入っていけるように指導します。入学直後から経
済学部の教員と直接コンタクトをとることによって，自分自
身の経済学へのアプローチを描くことができるのです。さら

に，１年生・２年生では，全学共通授業科目の中の外国語，
健康・スポーツ科学，基礎・総合教養科目（法学，政治学など），
共通専門基礎科目（線形代数入門１，２，微分積分入門１，２
など）を履修し，専門科目に必要な基礎知識や幅広い教養を
修得できます。専門科目の履修は２年生から本格的に始まり，
経済学のほぼすべての分野についての講義を受講できるほか，
経営学部，法学部や他の学部の専門科目の中から皆さんが関
心を持った分野の講義を幅広く履修できます。また，様々な
特別教育プログラムやコース（詳細は６，７ページ参照）が用
意されており，自分の興味に応じて専門性・学際性・国際性
を身につけることができます。

高度教養科目

初年次セミナー
基礎演習
経済学のフロンティア
初級経済学
経済史
統計学
中級ミクロ経済学

４年生2 年生1 年生

必　修　科　目

専
　
門
　
科
　
目

選　択　科　目

全
学
共
通
授
業
科
目

中級マクロ経済学
経済数学
経済倫理と思想

経済政策基礎論
金融論
公共経済学
国際経済学
日本経済論
計量経済学
など

経済体制論
近現代日本経済史
近現代西洋経済史
経済統計学
現代技術論
環境経済論
経済政策原理
産業組織論
社会政策
労働経済学
ファイナンス

ゲーム理論
経済成長論
応用計量経済学
産業連関論
環境政策
社会保障
人口政策
企業金融論
公共政策
中近世日本経済史
中近世西洋経済史

英語
中国語

微分積分入門１，２

哲学
カタチの自然学

研　究　指　導

EU 研究修了証プログラム
EUIJ 関西の定める科目 欧州連合研究論文　など

法経連携専門教育プログラム
民事法基礎

持続可能な開発のための教育コース（ESD）
ESD 実践論ESD 基礎（持続可能な社会づくり１）

健康・スポーツ科学

情報科目 5 年一貫経済学国際教育プログラム（IFEEK）
IFEEK 特別演習 Intermediate Microeconomics Intermediate Macroeconomics　など

神戸大学 EU エキスパート人材養成プログラム（KUPES）
総合科目Ⅰ（EU 基礎論） Aspects of EU Economies　など

※募集やプログラム内容については，変更が生じる可能性があります。
日欧比較セミナー A，B

特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

3 年生

研究指導Ⅰ 研究指導Ⅱ（研究指導論文作成）

健康・スポーツ科学実習基礎
など

情報基礎

外　国　語

共通専門基礎科目

 基礎教養科目・総合教養科目

■ カリキュラム

財政学
国際金融論
国際貿易論
国際マクロ経済学
アメリカ経済論
ヨーロッパ経済論
中国経済論
アジア経済論
ミクロデータ分析 I, II
開発経済学

ロシア・東欧経済論
マクロ経済学の潮流
上級ミクロ経済学
上級マクロ経済学
上級欧州統合史
上級統計推理論
食料経済論
上級ファイナンス
上級公共経済学
上級農業政策
など

政治学
社会と人権　など

異なる分野での価値観や解決手法を理解し，高度な複眼的思考能力やコミュニケーション
能力，チームワークなどの社会的能力等を修得することを目的として，他学部で提供され
る学際科目・専門科目等を履修します。

フランス語
ロシア語

ドイツ語
など

ESD 演習Ⅰ，Ⅱ　など

法経総合概論 法経連携基礎演習 法経連携演習 問題解決実践研究 修了研究　など

線形代数入門１，２

　平成 30 年度入試より，前期日程募集を数学選抜（募集人員 30 名），英数選抜（募集人員 30 名），総合選抜（募集人員 160
名）の３区分で募集しています。数学選抜は個別学力検査で数学の点数を，英数選抜は個別学力検査で数学と英語の点数を
重視して選考を行うものです。志願者は最大３つまで志望する選抜方法を選択することができ，それぞれの選抜方法で点数
順に選抜が行われます。詳細については，ホームページをご覧ください。

平成 30 年度入試より新たな入試方式を導入

※開講科目は年度によって変更されることがあります。
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経済学部の授業が行なわれる六甲台本館や図書館をはじめ，５つの校舎が文化庁の登録有形文化財に指定されている。 
文化財に囲まれたキャンパスライフはいかが？

何でも学べる多彩な専門分野

　経済学の根幹をなす理論がミクロ経済学です。個人や企
業の行動を最大化問題の解と捉え，全員の解が整合的にな
る状態が実現すると考えることによって，人々の欲望が交
差する経済社会の性質を数学的に解明します。研究したい
部分を掘り下げた数式モデルを作ることで，データや言葉
のみの分析では到達できない理解に達することができます。

ミクロ経済学

　情報化社会に生きる私たちの身の回りは，様々なデータ
であふれています。しかし，適切な分析なくしては，デー
タはただの数字の並びに過ぎず，そのままでは役に立ちま
せん。与えられたデータをもとに，有益な情報を抽出し，
意思決定に役立てるための学問が統計学です。

統計学

　理想的な条件の下では，市場はうまく資源を配分します。
しかし，その条件が崩れると市場はうまく機能しない可能
性があります。このとき，政府が経済に介入することでよ
り望ましい資源配分を達成できるかもしれません。公共経
済学では，政府がどのような場面で，どのような政策を用
いて経済に介入すべきかを議論します。

公共経済学

　開発経済学は，途上国の経済社会問題の現状を把握し処
方箋を考える分野です。例えば，農業，教育，貿易，金融，
交通，エネルギー，大気汚染，感染症，汚職，所有権，民
族対立などの経済や社会の幅広いトピックについて，経済
理論とデータ，現地の文脈をもとに分析します。それは他
国だけでなく，自分の国や地域を良くする手助けにもなる
はずです。

開発経済学

　財政学とは，政府の収入および支出を通じた経済活動が
国民経済にどのような影響を及ぼすかを，理論・制度・歴
史などあらゆる側面から研究する学問です。なぜ私たちは
税を払わなければならないのでしょうか。払った税がどの
ようにして使われているのでしょうか。その結果私たちの
生活はどうなるのでしょうか。これらの設問に対する答え
を見つけていくのも財政学の大切な仕事です。

財政学

　日本史では過去に起こった事柄を勉強してきたと思いま
す。日本経済史は，その知識を生かし，経済学の考え方や
歴史的資料を使って，さまざまな事柄がどうして起こった
のか，そして何をもたらしたのかを考える分野です。そう
することによって，遠い過去から明治時代，さらに現在や
未来にかけての経済的な変化が，世界的なコンテクストの
中で，より的確に読めるようになるのです。

日本経済史

　世の中にはお金を貸したい人，逆に借りたい人がいます。
「金融」は資金の融通のことで，資金余剰者と資金不足者を
つなぐのが金融機関や金融市場です。神戸大学の伝統では
金融論とは言わずに，「金融経済論」と呼んでいます。金融
経済論は，金融と実体経済（物価・生産・雇用など）がど
のように関連しているのか，そして金融政策や金融監督行
政がどのようにあるべきかを研究する学問です。

金融経済論

　わが経済学部では，時代別に２科目の西洋経済史の科目
が提供されています（「中近世西洋経済史」と「近現代西洋
経済史」）。「西洋」とは，ほぼ「欧米」のことを指しますので，
日本も含めた西洋以外の地域に，長いこと経済成長のモデ
ルを提供してきた地域の経済の歴史を学ぶ科目ということ
になります。ただし，「東西（東洋西洋）」は「南北」と違っ
て，相対的な区分です。それがどういうことを意味するの
かも考えていきましょう。

西洋経済史

　米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界金融
危機は，世の中を大混乱に陥れました。経済危機はどうし
て起こるのでしょうか。一国の危機はどうして他国に波及
するのでしょうか。世界経済のグローバル化によってもた
らされた様々な問題を金融的側面に注目して研究するのが
国際金融論です。

国際金融論

　毎日の生活の中には，株価や為替相場等の様々な経済デー
タに関する情報があふれています。計量経済学とは，統計
分析手法を用いて，このような経済データを分析し，経済
予測や政策評価等を行う学問です。特に，コンピュータの
急速な発展に伴い，この分野の研究の進展は目覚ましいも
のがあり，学生の皆さんにとっても必須の分析手法の一つ
となっています。

計量経済学 　洋服や食べ物，映画など，ちょっと見渡せば，身の回り
は外国製のもので一杯です。また海外の人々も日本製の財
やサービスを利用しています。これらは皆，国際貿易や海
外直接投資などの活動を通じて実現されます。国際貿易論
の主要課題は，各種の国際経済活動の要因や形態あるいは
政策的介入の効果を解明し，それらが人々の暮らし向きと
どのように関係しているのかを探求することです。

国際貿易論

　なぜ景気は変動するのでしょうか。経済成長のメカニズ
ムは何なのでしょうか。インフレ（デフレ）と失業はなぜ 
発生するのでしょうか。このような経済全体に関する諸問
題を扱うのがマクロ経済学であり，人々の豊かさの向上を
目的としています。また政府や日本銀行の望ましい政策を
考えるには必要不可欠な学問領域です。

マクロ経済学
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教員の具体的な研究業績については，神戸大学大学院経済学研究科・経済学部ウェブサイトをご覧ください。
URL: http://www.econ.kobe-u.ac.jp/

　私達の多くは自分の時間を削って企業などで働くことで
生活の糧を得ています。労働経済学は，企業内外の市場に
おいて，労働サービスの取引を行う労働者や企業の行動原
理と，その取引を規制する政府の政策を経済学的に分析す
ることで，貧困や失業などの様々な社会経済的な問題の解
決策を考えることを目的としています。

労働経済学

　イノベーションは，資本主義経済のエンジン（原動力）
だと言われ，近年ではかつてないほどに重要視されていま
す。では，イノベーションとは一体何なのでしょう（技術
革新のことでしょうか）。また，イノベーションの利益はど
のように保護されるのでしょう（特許を取ればいいのでしょ
うか）。現代技術論では，企業等のイノベーション活動を経
済学の視点で理解することを目指しています。

現代技術論

　産業組織論では，各産業の原材料の生産から最終製品が
消費者に届くまでの企業間の垂直的な取引関係と，それぞ
れの取引段階（市場）での企業間の水平的な競争関係を分
析し，社会的厚生の観点から評価します。さらに，政府に
よる市場・産業への介入（＝競争政策・産業政策）の効果
や是非について研究します。

産業組織論

　環境問題は，企業の生産活動や家計の消費活動が原因と
なって起きます。したがって企業や家計がどのような行動
原理に従って経済活動を行っているのかを理解しなければ，
環境問題がなぜ発生するのか，どのようにすれば抑制でき
るのかを考えることはできません。環境経済論は，経済学
的な視点や分析方法を用いて，環境と経済のつながりを理
解し，有効な政策を検討することを目的としています。

環境経済論

　農業は生命に不可欠な食料を生産し，環境等に対し貨幣
で測ることのできない価値を持つ重要な産業です。講義で
は，農業が他の産業とどのように異なるか，農業の経済へ
の貢献，非経済的意義は何かについて解説します。また，
グローバリゼーションの中，日本や世界の農業政策はどう
あるべきかについて考察します。

農業経済学
　日本の経済社会は，大きな「質的・構造的変化」に直面
しています。すでに「人口減少社会」を迎え，高齢者が増
加するとともに，様々な「社会問題」に直面しています。
講義では，社会保険・社会福祉を柱とする社会保障の課題や，
新しいコミュニティづくりを担う NPO やボランティア・グ
ループの役割について議論します。

社会政策

　「法と経済学」は，法が人々の行動に及ぼす影響を分析す
るとともに，法・制度を社会的な望ましさの視点で分析し
ます。神戸大学経済学部では法学部と共同で，「エコノリー
ガル・スタディーズ」を提唱しています。これは経済社会
の問題を経済学と法学の複眼的思考で総合的に解決しよう
とするものです。

法と経済学
　経済社会の諸問題やその動向を考察する際には，経済学
的な視点だけでなく，より広い視野が求められます。「経済
倫理と思想」は，企業の社会的責任，長時間労働と過労死，
格差問題などの経済倫理的諸問題を議論するとともに，大
きな時代の流れの中で経済社会全体の枠組みを考察するこ
とによって，学生の皆さんがより広い視野を身につけられ
るようにするものです。

経済倫理と思想

　アジア経済，中でも中国経済の動向は世界経済にとって
大きな影響力を持ちますが，その実態は意外に知られてい
ません。計画経済から市場経済への転換を遂げてきた中国
経済は，「中所得国の罠」に陥らず今後も成長を続けられる
のでしょうか。それを検討することは，今後の日本経済の
行方を考える上でも重要な意味を持っています。

日本とアジア経済

　欧州には，欧州連合（EU）とロシアという二つの大国（地
域）があります。EU の加盟国は 27 ヵ国，人口は 4.5 億人，
アメリカとほぼ同じ経済規模を持ち，グローバルスタンダー
ドへも強い影響力を持っています。ロシアも，新興経済大
国の一つとして経済的にも政治的にも重要な地位を占めて
います。欧州を知ることは日本の将来を考える上でとても
重要です。

欧州とロシア経済

　アメリカ経済は，世界最大規模である上に，様々な革新
が活発に生じているので，その動向は日本を含めた多くの
国々の経済に影響を及ぼしています。アメリカ経済の構造
や特徴について学ぶことは，世界の経済の行方を考察する
上で欠かせません。日本経済を相対的な視点から眺めるこ
とが可能になるという利点もあります。

アメリカ経済論
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　神戸大学経済学部では，グローバル化・複雑化する世界の状況に対応する人材を育成するために，体系的な経済学を学ぶカ
リキュラムに加えて，神戸大学の他の学部や海外の諸大学と連携して様々な専門性 ･ 学際性 ･ 国際性を伸ばす特別プログラム
やコースを設けています。

専門性・学際性・国際性を伸ばす
特別プログラム，コース

　IFEEK は神戸大学と海外協定大学での研鑽を通じて，英
語で経済学を使いこなす力を身につけるための特別教育プ
ログラムです。このプログラムでは専門性としての経済学
の知識，そして専門性を生かすための国際性を重視し，日
本語と英語の両方を用いた教育を行います。
　本プログラムは 20 名程度を１年生後期に選抜します。選
抜された学生は，２年生から特別演習や指定された英語に
よる専門科目を履修するとともに，学内の英語習得プログ
ラム，海外短期語学研修などに参加して英語力の向上を目
指します。海外協定校への交換留学は３年生後期からの半
年間が一般的ですが，留学の時期や期間は柔軟に設定でき
ます。１年間留学するケースや４年生で留学するケースも
あります。留学中は所属するゼミの指導教員による遠隔指
導などを受け，卒業論文の作成を進めます。IFEEK は様々
な進路を選択できる自由度の高いプログラムで，学部卒業
後に大学院に進学するケースのほか，学部を４年で卒業し
就職するケースもあります。
　このプログラムで最も魅力的なのは，５年間で早期卒業・
早期修了を目指すケースです。まず３年後期に交換留学（半
年もしくは１年間）で単位を取得します。４年前期に帰国後，
卒業論文を完成させて早期卒業し，推薦入試を経て大学院
に秋入学します。大学院では留学先で得た知見をもとに研
究を進め，１年半後に修士論文を提出し，修士課程を修了
します。卒業論文から留学を経て修士論文まで一貫した指
導を受けることにより，５年間で世界標準に到達すること
を目標にしています。
　写真は 2019 年３月に大学院早期修了した３期生。2020
年３月は修了式は実施されませんでしたが，先輩たちと同
様にグローバルな舞台での活躍が期待されています。

5 年一貫経済学国際教育プログラム
International Five-year Economics 
Education Program at Kobe （IFEEK）

研究指導（修士論文の作成）

早期修了

推薦入試による大学院秋入学

英語講義科目等の履修

研究指導の開始

学部・大学院共通授業科目の履修

研究指導（卒業論文の作成，8 月提出）

早期卒業（9 月）

IFEEK 特別演習

英語による専門科目

英語力強化科目

海外協定校への留学（後期の半年間）

研究指導の開始（留学中は遠隔研究指導）

IFEEK 特別演習

英語による専門科目

英語力強化科目

申込みおよび選抜

の履修

の履修

1 年後期

学部 2 年

学部 3 年

学部 4 年
（前期のみ）

大学院 1 年
（4 年後期から）

｝

｝

■ IFEEK の標準的なスケジュール
　（最短 5 年で修了する場合）

大学院 2 年
（5 年後期のみ）
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　知的財産や規制改革など経済的・法的側面が複合する課
題に対する総合的・複眼的な解決能力の開発を目指すため
に，社会システムイノベーションセンターの進める学際的
教育として，経済学部と法学部が共同で運営するプログラ
ムです。両学部教員が両学部生を対象に組織的に教育する
こと，法経連携演習など少人数の演習科目が多いこと，そ
して何よりも，経済学と法学をともに学ぶことが特徴です。
1 年生の後期から履修を始め，２年生からプログラム登録
学生向けの科目を履修します。修了研究論文を書き，所定
の単位を取得すると法経連携専門教育プログラム修了証書
が授与されます。

法経連携専門教育プログラム

　現在のような情報化社会においては，データに振り回さ
れることなくデータを正しく客観的に理解することがとて
も重要です。神戸大学では，数理・データサイエンスに関
する教育研究を推進するために，2017 年に数理・データサ
イエンスセンターを設置しました。経済学部の学生は，同
センターが中心となって運営される数理・データサイエン
ス標準カリキュラムコースに参加することができます。ま
た，所定の単位を修得すれば「修了認定証」が授与されます。

数理・データサイエンス
標準カリキュラムコース

Kobe University Programme for European 
Studies（KUPES）

EU エキスパート人材養成プログラム

　海外において修士学位を持つ人材が増えており，国際的
に活躍するためには，修士学位を取得することがより重要
になっています。さらに，国内外で修士学位を取得するこ
とで専門性を身につけ，グローバルな視点を持ち複眼的に
物事を捉えることのできる人材が求められています。
　EU エキスパート人材養成プログラムでは，経済及び社会
文化・法・政治的側面について専門的かつ学際的観点から
EU（欧州連合）について学びます。ヨーロッパに精通した
外国人教員が英語で開講する「日欧比較セミナー」，「Aspects 
of EU」をはじめとする，ヨーロッパ流の参加型の授業を留
学前に受講し，更にアカデミックコーディネーターのサポー
トを受けながらヨーロッパ留学に備えます。学部時代に半
年以上の交換留学を経て，神戸大学の大学院に進学し，在
学中に神戸大学の修士学位とヨーロッパの大学で修士学位
を取得するダブルディグリーを目指して，１年間の長期留
学を行います。
※ 募集やプログラム内容については，変更が生じる可能性

があります。

　神戸大学では，2008 年度から発達科学部 *1・文学部・
経済学部が共同で ESD サブコースを立ち上げ，その後拡大
し，2017 年度から全学化されています。経済学部は立ち
上げに参加した３学部の一つとして，現実の課題を事例と
して，学生が自治体や企業・NPO など地域の様々なフィー
ルドに出て現場の人々とともに主体的に課題解決に向かう
ことの重要性を学ぶ演習科目，様々な分野の最先端で活躍
する人から実際の課題解決の事例と主体的な取り組みを学
ぶ講義などを提供しています。目的は，環境・人権・福祉・
国際理解・健康等の 「持続可能な社会づくりに関する諸問
題」に対して，積極的に取り組んでいくことができるよう
な人材を養成することです。

持続可能な開発のための教育コース
Education for Sustainable Development（ESD）

*1　神戸大学は 2017 年４月に国際文化学部と発達科学部を再編統合し，国際人間科学部を設置しました。

EU 研究修了証プログラム等
　神戸大学の特徴の一つは，EU とのつながりの深さです。
2006 年４月にバローゾ元欧州委員会委員長，2010 年４月
にファン・ロンプイ元欧州理事会委員長（大統領），2017
年 10 月にペデリング元欧州議会議長が神戸大学で特別講義
を行いました。神戸大学では，世界で最も重要な政治・経
済圏の一つである EU を学ぶため，関西学院大学，大阪大
学との単位互換も利用しながら，「EU 研究修了証」プログ
ラム」を提供しています。また，エラスムスプラス・プロ
グラムでは，EU からの奨学金を得て欧州の大学との学生交
流を行っています。このような様々なプログラムを通じて，
他の大学では得られない知識・経験を得ることができるで
しょう。

詳細については，EU エキスパート人材養成プログラム
のウェブサイトをご覧ください。
URL: http://www.office.kobe-u.ac.jp/intl-prg/eup/
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個性を生かす少人数教育

　３年生からは，希望する教授の下で研究指導（ゼミ）が始まり，専門書の輪読や共同研究などを行います。さらに４年生の
１年間は，自らが選んだテーマについて個別研究発表を行い，卒業論文を作成します。経済学部では，定員を少人数（１学年
10 名程度）に限定し，きめ細やかな指導と学生同士の討論によって，専門的知識やプレゼンテーションのスキルを養っています。
また，ゼミの合宿や旅行，懇親会などを通じて，教授と学生という枠を超えた社会人同士の付き合いも可能になります。教授
や先輩，後輩，OB・OG などゼミを通じた出会いは，学生生活を一層充実させてくれる貴重なものとなるでしょう。

潜在的な能力を引き出すために

　ゼミの研究成果を発表する場として，「三大学対抗ゼミ（三
商大ゼミ）」が毎年行われています。これは旧制商科大学を
前身とする神戸大学・一橋大学・大阪市立大学の「旧三商大」
で行われる伝統の討論会です。ここでは各ゼミが共通のテー
マに沿った研究を発表し合い，討論します。教授の助言を
受けながらも，学生自身で論文を完成させた時に得られる
達成感と充実感は，ゼミならではのものです。また討論会
の場は，各ゼミがお互いに負けまいとする非常に白熱した
ものになります。こうした経験や，大学を越えた出会いは
自らに刺激を与え，必ず成長の糧になると思います。

伝統の三大学対抗ゼミ

令和２年度

孝本 眞子
兵庫県において道の駅は「小さな拠点」となりうるか
～道の駅が担う活気ある地域の未来～

久下 千晶 東大寺領における年貢の代銭納化―美濃国茜部荘を例に―
櫻場 正悟 外国為替市場におけるゴトー日アノマリーを利用したトレード手法の検討

令和元年度
久木原 嵩彬 新駅開業の効果の大きさと死荷重を最小化する費用負担の在り方の検討

島袋 友美 社会経済状況は結婚と婚活にどう影響するか？－都道府県データと個票データを用いた計量的研究－
SHARIFFAH DAYANA BINTI
SYED MOHAMMED FEISAL

Tariff Implications of US-China Trade War on Inter-Country Trade using Inter-Country Input-Output Tables

高木 俊彰 テキストデータによる経済変数の予測可能性の考察－「経済・物価情勢の展望」を用いて－

■ 優秀卒業論文賞（白木賞）受賞者とそのテーマ（過去２年間）

最優秀卒業論文賞受賞論文は，神戸大学大学院経済学研究科・経済学部ウェブサイト上で閲覧することができます。
URL: http://www.econ.kobe-u.ac.jp/introduction/undergrad/awards.html

活動は学外へも広がって
　2018 年 12 月から２年間，姫路市夢前町山ノ内地区において，全国初の「加点式
健診事業」（通称：よいとこ健診）を始動しました。「加点式健診事業」とは，学生・
大学院生をはじめ，誰でも実施可能な「総合的な健康診断」です。この研究事業は，
本学医学部，他大学との共同研究事業です。神戸大学の各学部の他，甲南女子大学，
兵庫教育大学，立命館大学の教員，学生，大学院生が参加しています。さらに，姫
路市保健所，夢前地域包括支援センターと夢前地域の連合自治会との連携を図って
います。
　学生参加者は，受診者と面談しながら，診断の結果をもとに「よいところ」を探し「ほ
めて，ほめて，ほめまくります」。健康づくりへのモチベーションを高めることが目的です。学生参加者は，「よいとこ健診のフィー
ドバック」を通じて，地域生活の実態を学びながら，いろいろな人とのコミュニケーション能力を磨くことができます。
　地域社会にとっては（1）健康診断の受診率の向上，（2）長期的な医療・介護費用の節減が期待できます。2019 年から（3）
ICT を活用して「よいとこ健診」の全国的普及を目指しています。なお，本研究事業は，「『夢前花街道事業』と『加点式健診事業』
の連携による地域活性化実践研究」として，ニッセイ財団の研究助成を受けています（研究代表：経済学部 藤岡秀英教授，副代表：
医学部 岡山雅信教授）。



六甲台一口メモ l 09
イノシシは実は人間を恐れているので，こちらからちょっかいを出さない限りは安全である。
ただし子連れの場合はその限りではない。
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　多くの大学で卒業論文が課されなくなっている中，神戸
大学経済学部は，卒業論文を２年間の研究指導の集大成と
して非常に重視しています。これは経済のグローバル化が
進み，国際的に通じる論理を持って自己の考えを主張する
ことが求められている今こそ，高度な調査，分析，論理構
築を必要とする卒業論文の作成が重要な訓練になると考え
るからです。

ゼミ活動の集大成：卒業論文

　どのゼミでもそうですが，２年間のゼミの学習の最終目

標は，卒業論文の完成です。重富ゼミも，特に卒論の作成

指導に力を入れて取り組んでいます。担当者の専攻は西洋

経済史ですが，卒論のテーマはその分野に特定することな

く，ゼミ生に比較的自由に選択させています。ただし，ど

のようなテーマを取り上げても，現在にいたる過去の経緯

をしっかりと把握することが大切です。４年生のゼミは卒

論の指導が中心となりますが，３年生のうちは，卒論テー

マ模索もかねて，幅広い内容を学んでいます。各ゼミ生が

テキストや題材を選択して報告したり，三商大対抗ゼミに

向けての準備作業などが中心となります。特に三商大ゼミ

は，毎年一橋大学と大阪市立大学の特定のゼミと組んでお

り，向学心を刺激する催しとなっています。

　「平成の市町村合併」の

なかで，夢前町は姫路市

に合併されました。その

結 果， 小 学 校 の 統 廃 合，

幼稚園の廃園，神姫バス

への補助金削減による減

便が進み，山之内地区の

人口は半減しています。その実態を明らかにするため，各集落

の自治会長と一緒に訪問調査を実施しました。「ニッセイ財団」

の助成を受け，本調査の成果は，経済社会学会での報告と学部

生の卒業研究につながっています。

藤岡 秀英 ゼミ
社会政策・福祉の経済社会学

重富 公生 ゼミ
近・現代西洋経済史

ゼミ活動の成果

令和２年度　優秀卒業論文賞受賞者からのメッセージ

孝本 眞子
鈴木 純 ゼミ所属

　神戸大学の多種多様なカリキュラムや幅広い学生に向けて開講される授業は，自分自身の４年
間をとても充実したものにしてくれました。経済学部の授業において諸先生方から専門的な知識
を得られたことはもちろん，外部講師の方をお招きした講義でさらに実務的な面を学べたり，他
学部の授業も積極的に受講できる体制が整えられていたことで，経済の知識を得るだけでなくそ
れを実践したり他分野へ活用する方法まで知見を広げることができました。
　私の卒業論文のテーマである「道の駅と地方創生」についても，経済学部で学んだ知識を基本
とした上で，経営学部で学んだ財務の知識や農学部で得た農業への興味などが加わったことが本
研究に深みを出したと考えます。また，学生の積極的な姿勢に対して真摯に対応してくださる先
生方が多くいらっしゃったことが，学びや思考をより深化させることに繋がりました。
　受験勉強という努力の末に過ごす大学生活。ご自身の興味・知識の幅を広く深くする場に，一
卒業生として本学をお薦めします。

豊富な学びの場を最大限に活用する

　白木基金は，阪神・淡路大震災で犠牲になった経
済学部の白木健介さん（当時学部３年生）のご両親
から経済学部に寄附された資金を基に創設されたも
のです。各年度の優秀な卒業論文に対して，この基
金から優秀卒業論文賞が贈られており，「白木賞」と
も呼ばれています。

白木基金と白木賞

令和２年度優秀卒業論文賞授賞式の様子



10 六甲台一口メモ l 鶴甲第１キャンパスと六甲台をつなぐ長い階段は，「定年坂」と呼ばれる。
ここを上がれなくなった時，教授はゼミ生にちょっぴり優しくなる。

夢は叶う，抜群の就職状況

就職セミナー

　神戸大学経済学部の卒業生の就職は，きわめて順調で
す。しっかりと経済学を身につけた卒業生は，別表のよ
うに多くの有力企業に就職をしています。このように好
調な就職が可能であるのも，経済学部の卒業生の能力が，
実業界で高く評価されているからです。ビジネス誌の調
査でも，経済学部の卒業生の能力は常に上位にランクさ
れています。
　また，「六甲台就職相談センター」では，社会科学系学
部の OB が就職指導員として，学生の就職活動の支援を積
極的に行っています。

好調な就職状況
　経済学部生の好調な就職の背後には，神戸高商以来の先
輩達が築いてきた伝統と実績の力があります。長い歴史を
持つ神戸大学経済学部の卒業生の多くは実業界，学界，官
界など様々な分野で活躍しています。これらの卒業生をつ
なげているのが，同窓会組織である凌霜会です。
　凌霜会は，経営・法学部の卒業生も加えた神戸高商時代
からの同窓会組織です。全国各地，また，海外にも多くの
支部があり，例会など積極的な活動を続けています。また，
その活動の一環として，大学と卒業生を結ぶ重要な機関誌
である会報「凌霜」を発行しています。日本，そして世界
で活躍している経済学部の卒業生の緊密な人的ネットワー
クは，社会で活躍する上で有形無形の財産となっています。

（詳細は 24 ページ参照）

先輩達が造り上げた伝統の力

卒業生からのメッセージ

本田 倫子
日本生命保険相互会社
勤務

令和元年度卒業

やりたいことはきっと見つかる
　皆さんはこれから始まる大学生活を心待ちにしていることでしょう。春からの新生活に期待す
る気持ちや，不安もあるかもしれません。私から皆さんにお伝えしたいことは，自分から行動を
起こしてほしいということです。高校までは，与えられた物事を正確にこなすことが求められた
かと思います。一方，大学では自分の意志で興味のあること，やりたいことを選択できます。つ
まり，今までとは異なりとても自由になるのです。しかしながら，今の段階ではやりたいことが
分からない方も多いでしょう。大学では様々な人との出会いがあり，その人々と関わることで今
まで自分が知らなかった世界を知ることができます。それをきっかけとして，新たな分野に挑戦
したり，自分が情熱を注ぐことができるものに出会えたりするかもしれません。受身でいること
は非常にもったいないです。狭いコミュニティのみにとどまらず，様々なところにアンテナを張っ
て知識と経験を増やしてほしいと思います。大学生活に正解はありません。自分に誇りを持てる
ような大学生活にしてください。

井上 昂
住友商事株式会社勤務

令和２年度卒業

大学生活のすゝめ
　皆さんはこれから始まる大学生活をどのように思い描かれているでしょうか。春からの新生活
に大きな期待と共に不安を抱えられているかもしれません。そこで，充実した大学生活を送る上
で私から皆さんにお伝えしておきたいことが２点あります。１点目は全力で大学生活を楽しむこ
とです。神戸大学ならではの多種多様なサークル活動，部活動などを通じて今しか出来ない興味
のあること，やりたいことに打ち込んで欲しいと思います。２点目は逆算的な大学生活を送ると
いうことです。つまり，将来を見据えた上で大学生活において何をすべきかを考えるということ
です。日常を楽しむことに加えて，頭の片隅に将来を置き，行動しておくことで卒業後の進路も
自ずと開けてくると思います。以上，２点を意識することで卒業した際，振り返ってみれば充実
した学生生活，前を向いてみれば希望溢れる未来が待っていると思います。皆さんが素敵な大学
生活を過ごされることを願っています。



六甲台一口メモ l 11
六甲台とお隣の鶴甲第１キャンパスでは，天候，気候，湿度，気圧，ケッペン気候区分が異なる。
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就職
81%

進学
4%

その他
15%

令和２年度 卒業者進路状況

金融・保険
33.8%

製造
14.6%

公官庁
9.2%

サービス
8.3%

情報通信
12.9% 卸売・小売

7.1%

電気・ガス・水道
5.4%

不動産・賃貸
3.3%

運輸・倉庫・郵便
2.9%

教育
1.3%

建設
0.8% 医療・福祉

0.4%

その他
5.4%

就職内訳

　経済学部卒業生の多くは民間企業に就職していますが，
近年では多様な進路を選ぶ学生も増えています。国や地方
の公務員も人気の高い就職先であり，就職者数は増加傾向
にあります。また，経済のスペシャリストとして，経済学
部で学んだ知識を生かして，公認会計士や税理士になる卒
業生もかなりの数に上っています。
　さらに，大学院進学者も増加しています。研究者を目指
す学生，そして，スペシャリストに必要な高度な専門知識
の習得を目指す学生が増えています。神戸大学経済学部で
は，このような最近の社会・経済の要請に対応して，大学
院教育を大幅に拡充しています。
　このように経済学部で学んだ卒業生には，実業界，学界，
官界また各種資格取得の道など，皆さんの希望や夢に応じ
た多様な可能性が開かれているのです。

多様な進路

■ 最近の主な就職先

令和２年度　卒業者進路状況

就職内訳

建設
大林組 清水建設 住友林業
大和ハウス ドラフト 不二建設
製造
水産・食品
味の素 伊藤園 伊藤ハム
キリンホールディングス サッポロビール サントリーホールディングス
日清食品 ハウス食品 不二家
三井製糖 明治 森永乳業
繊維・紙・パルプ
グンゼ 東洋紡 東レ
出版・印刷
ダイナパック 大日本印刷 凸版印刷
化学
旭化成 花王 クラレ
資生堂 住友化学 武田薬品工業
日本イーライリリー P ＆ G ユニ・チャーム
ゴム・ガラス
AGC 旭硝子 住友ゴム工業 ブリヂストン
鉄鋼
大同特殊鋼 神戸製鋼所 JFE スチール
機械
IHI クボタ ダイジェット工業
ニプロ 日本精工 日立工機
電気機器
シャープ セイコーエプソン ソニー
ダイキン工業 東芝 ニコン
日本電気（NEC） パナソニック 日立製作所
富士通 三菱電機 リコー
輸送機器
川崎重工業 スズキ 住友電気工業
ダイハツ工業 タダノ トヨタ自動車
日産自動車 日立造船 マツダ
三井造船 三菱重工業 ヤンマー
精密機器
キーエンス 京セラ 村田製作所
その他
コクヨ 理研機器 レンゴー
電力・ガス
ENEOS 大阪ガス 関西電力
四国電力 中国電力 中部電力
運送・倉庫
大阪市交通局 近鉄グループホールディングス 京阪ホールディングス
JR 西日本 住友倉庫 大和物流
日本航空 日本郵船 三井倉庫

情報・通信
NTT ドコモ NTT 西日本 サイバーエージェント
ソフトバンク TIS 電通
日立システムズ LINE 楽天
卸売・小売
商業・卸売
伊藤忠商事 双日 富士フィルムホールディングス
丸紅 三井物産 三菱商事
百貨店・ストア
イオンリテール 高島屋 タワーレコード
阪急阪神百貨店 ユナイテッドアローズ
新聞・放送
関西テレビ放送 産業経済新聞社 テレビ朝日
日本テレビ放送網 読売新聞社
金融・保険・証券
銀行
池田泉州銀行 伊予銀行 紀陽銀行
京都銀行 滋賀銀行 但馬銀行
中国銀行 みずほフィナンシャルグループ 三井住友銀行
三井住友信託銀行 三菱 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行
みなと銀行 ゆうちょ銀行 りそな銀行
金融
ジェーシービー 商工組合中央金庫 楽天カード
証券
SMBC 日興証券 大和証券 野村證券
みずほ証券
信販・リース
三井住友カード 三菱 UFJ リース
保険
あいおいニッセイ同和損害保険 住友生命保険 損保保険ジャパン
第一生命保険 東京海上日動火災保険 日本生命保険相互会社
富国生命保険 三井住友海上火災保険 明治安田生命保険
不動産・賃貸
一条工務店 大和ハウス 三井不動産
サービス
調査・コンサルティング
アクセンチュア 監査法人トーマツ 鈴鹿商工会議所
船井総合研究所 三重県商工会連合会 リンクアンドモチベーション
その他サービス
エン・ジャパン セコム 日本年金機構
ネットプロテクションズホールディングズ パソナ リクルート
官公庁
大阪高等裁判所 大阪国税局 大阪税関
大阪府庁 近畿経済産業局 金融庁
経済産業省 皇宮護衛官 神戸市役所
神戸税関 東京国税局 兵庫県庁
その他
東京大学 京都大学職員 河合塾

就職
81%

進学
4%

その他
15%

令和２年度 卒業者進路状況

金融・保険
33.8%

製造
14.6%

公官庁
9.2%

サービス
8.3%

情報通信
12.9% 卸売・小売

7.1%

電気・ガス・水道
5.4%

不動産・賃貸
3.3%

運輸・倉庫・郵便
2.9%

教育
1.3%

建設
0.8% 医療・福祉

0.4%

その他
5.4%

就職内訳



12 六甲台一口メモ l 兼松記念館経営機械化展示室には，国産初のパンチカードシステムが展示してある。

　大学院で経済学を学ぶとはどういうことでしょうか。どのような目的と経歴を持った人が，経済学の大学院に適しているの
でしょうか。学問としての経済学を極めたい人，経済学の面白みに触れてみたい人，あるいは実践的に経済学を深めてスキル
アップにつなげたい人に，ぜひこの案内を読んでほしいと思います。神戸大学大学院経済学研究科は，全国最大規模のスタッフ，
経済学への多様なニーズに応える複数のコースとカリキュラムを用意して皆さんの挑戦を待っています。

本研究科の特徴
１）複数のコースやプログラムによる充実したカリキュラム
を用意しています。博士前期課程には，総合コース，GMAP コー
ス，国際コースがあります。総合コースには，経済学の研究
者を目指す進路と，高度専門職業人としての技能修得を目指
す進路があります。GMAP コースは，英語による授業だけで
修士号を取得して世界で活躍できる専門家を養成します。い
ずれのコースやプログラムでも，最先端の経済学を体系的に
学ぶ講義，少人数で活発な討議が行われる演習（ゼミ），教員
による論文作成指導を通じて，自立した研究能力を持つ専門
家を養成します。

２）豊富で多彩な教員を擁し，学際的研究や地域連携，国際
交流が盛んに行われています。本研究科には約 50 余名の各
分野の経済学研究者が在籍しています。また，神戸大学大学
院の経営学研究科，国際協力研究科，理学研究科，あるいは
大阪大学大学院の経済学研究科，国際公共政策研究科や京都
大学大学院の経済学研究科と共同研究や授業科目の単位互換
を行っています。さらに，世界の主要大学，世界中に散らばっ
た本研究科修了生と「知のネットワーク」が形成され，皆さ
んの調査・研究活動を強力にサポートします。

大学院 −専門家への道−

　本研究科では，ビジネス・公的機関・学界などにおいて，
国際的に活躍する「グローバル・エリート」の育成を目指
しています。そのようなキャリアを目指す人のために，海外
からの留学生と日本人学生を対象に，すべての講義を英語
で行う GMAP コースを設けています。GMAP コースは経済
学・経営学（Advanced Portfolio Management など）・法学

（Japanese Legal System など）の科目が必修となる学際性豊
かな特徴を備えるとともに，個別の学生に細やかに対応する
ための授業も用意しています。また，海外のトップ水準の研
究機関や中央銀行（たとえば KU Leuven や Federal Reserve 
Bank など ) から招聘した研究者による集中講義も用意され，
高度な専門性と多様な分野をカバーする刺激に満ちた講義の
数々を通じて，様々なバックグラウンドをもつ学生がともに
切磋琢磨し合いながら知見を深めてゆきます。

GMAP コース
(Global Master Program)

総合コース
（研究者養成・高度専門職業人養成）

　大学院で経済学を学ぶ目的は，目指す進路に応じて，大
きく分けて二つ考えられます。その一つは，学問としての
経済学を極めて，国内外の大学や研究所あるいは国際機関
などで経済学の専門家として働くために博士（経済学）の
学位を取得することです。もう一つは，グローバル化した
民間企業やシンクタンク，官公庁などに在職中の人がさら
にその経済的知見にもとづく実務能力に磨きをかけること，
あるいは，将来そのような職場で働くことを目指す人が，
実践的な経済学の分析手法を体系的に学ぶことです。
　博士前期課程の総合コースには，上の二つの目的に合わ
せた研究者養成と高度専門職業人の養成という二つの経路
が含まれています。それぞれの進路に対応する選択必修科
目（ミクロ経済学，マクロ経済学，計量経済学）が用意さ
れており，学問的関心や自らの目指すキャリアパスに応じ
て学生自身が適切に履修計画を立てることで進路を決定し
ます。
　研究者養成は，前期課程２年間（修士号の取得）と後期
課程の３年間の合計５年間のカリキュラムが基本となりま
す。前期課程では，後期課程での博士論文執筆に向けた準
備として，経済分析に関する深い知識と技術を修得するこ
とが要求されます。これまで，本研究科を修了して学位を
修得した先輩たちは，多数の大学や研究所などで研究者と
して活躍しています。
　高度専門職業人養成は，前期課程２年間で修士号を取得
するカリキュラムが基本です。基礎的な経済理論を学んだ
後，統計データを駆使した計量経済学的な実証の方法など，
いっそう実践的な分析技術・手法の修得を目指します。

大学院 　多様なコースとプログラム

国際コース
　国際コースの学生は，授業を全て英語で受け，経済学の
修士号を取得できます。また，本研究科と神戸大学の他の
研究科の科目を履修できます。
　このコースは，主に留学生向けであり，神戸大学国際教育
プログラムの一環として実施されています。神戸大学は日本
の中で，最も国際化が進んだ大規模な大学の一つで，毎年多
くの留学生が学んでいます。本研究科は，経済学の分野では
国内外で最も優れた教育研究拠点の一つです。それゆえ，こ
のコースの学生は，国際的・学際的環境の知識と経験を深め，
一貫した専門教育を受けて経済学の修士号を取得することが
できます。
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社会科学系図書館は，近代経済学の父，A. スミスの『国富論』の第二版（1778 年）を初め，貴重書と呼ばれる図書も
数多く所蔵している。
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前期課程（２年）

総合コース

博 士 学 位

　

■ 修士学位・博士学位までの道のり

後期課程（３年） 編 入 試 験 他大学
修士

修 士 学 位

国際
コース

GMAP
コース



14 六甲台一口メモ l 兼松記念館前の八重桜，図書館から第二学舎にかけての銀杏並木，第三学舍裏側の紅葉など，六甲台には四季を通じ
て美しく色づく木々があり，とても癒される。

　総合コースで経済学の研究者を目指す場合，前期課程２年間と後期課程３年間からなる５年一貫のカリキュラムとなります。
前期課程２年間では所定の単位数（30 単位以上）の講義・演習（ゼミ）・特殊研究（第２ゼミ）などを履修し，修士論文を作
成します。後期課程進学後は，研究指導を通して論文を執筆し，学会報告や経済学の専門誌に論文投稿などを行い，博士論文
を作成します。

　本研究科の特徴は，ゼミを通じたきめ細かい研究指導が
行われていることです。前期課程の入学後，研究科学生は
それぞれ特定の教員のゼミに所属し，前期課程・後期課程
を通じて，基本文献の読み方から始まって，研究報告を通
じての論文指導や学会報告のリハーサルまで，時には厳し
い指導によって，研究者の卵として鍛えられていきます。
前期課程では基本文献の輪読と修士論文の作成のための研
究報告が，また後期課程では博士論文作成のための個人研
究報告が中心となります。また特殊研究（第２ゼミ）を履
修して，指導教員以外の教員からも研究指導を受けること
ができます。

演　習（ゼミ）
　選択必修科目の中で，ミクロ経済学，マクロ経済学，計
量経済学に関する計 12 単位の授業を研究者志望者向けに設
定しています。さらに，分析ツールを習得するための科目
から，さまざまな分野の高度な専門科目まで，幅広い講義
科目を選択することができます。また，学外から数名の非
常勤講師を毎年招いています。これは現在学界で議論され
ている話題性のある専門分野を紹介するもので，研究科学
生のニーズに応えています。

講　義

世界で活躍する研究者養成

　研究者としての第一歩は修士論文の作成から始まります。
修士論文は大学院に入学して初めて執筆する本格的な論文
で，将来の研究方向をある程度決めることになる論文です。
論文の作成は，１年目のテーマの決定，２年目の「修士論
文公開セミナー」を経て修士論文の提出へと進んでいきま
す。

修士論文

　研究者養成の柱として演習とともに重要なものが共同研
究・教育のためのワークショップ「六甲フォーラム」です。

「六甲フォーラム」は複数のフォーラムで構成され，本研究
科の全ての分野をカバーしています。フォーラムの主たる
目的は次の二つです。一つは，演習の一環として博士課程
後期課程の研究科学生と研究科教員が参加し，研究科学生
の皆さんの研究報告に対して複数教員による組織的指導を
行い，各自の研究課題が博士論文に結実するよう支援する
ことです。もう一つは国内外の研究者を招聘し，講演・講
義をしてもらうことによって，研究科学生の皆さんに最先
端の経済学に触れてもらうことです。「六甲フォーラム」は
毎月複数回開催されており，研究科学生にとって大きな刺
激となっています。

六甲フォーラム

浅海 達也
大阪大学
社会経済研究所
特任研究員
令和２年度修了

卒業生からのメッセージ

切磋琢磨の研究生活
　研究は自分だけで完結するものではなく，自分以外の研究者と議論を重ねることでようやく完
成します。これは課題を見つけて解決するという研究の流れの中で自分以外が持っている視野や
知見も必要になるからです。大学院では様々な研究者と出会うことになります。まずは指導教官
です。大学院生のほとんどは自分の研究に関して指導教官と最も議論することになります。特に
演習（ゼミ）では指導教官の前で自分の研究を報告して，不足している点や改善点についての指
導を受けます。次に指導教官以外の教員です。これは神戸大学に所属する教員に限りません。例
えば六甲フォーラムでは他大学の教員も報告しますし，自分が六甲フォーラムで報告する際には
他大学の教員からコメントをもらうこともあります。そして他の大学院生です。これは一番身近
な存在であり，互いに刺激し合う存在でもあります。神戸大学ではこのような様々な研究者との
切磋琢磨の研究生活を送ることができます。
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アカデミア館裏側の土手には岩蕗（いわぶき）の群生が見られる。秋には黄色い花が咲き，キレイ。
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修了後の進路
　本研究科の研究活動・研究者育成に対する高い評価と研
究科学生の積極的な研究活動によって，多くの修了生が，
国・公・私立大学の教員や研究所の研究員などの職を得て
います。

　博士号の取得は経済学の研究を生涯の仕事とする研究者
にとって一つの “事業” です。博士号は，「研究者として自
立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力及びその基
礎となる豊かな学識を有するものに授与する」（大学院設置
基準第４条）と規定されています。
　博士号には課程博士と論文博士がありますが，皆さんが
取得を目指すものは課程博士です。課程博士は，前期課程
を修了し，後期課程に３年以上在学して所定の単位を修得
し，学力試験２分野に合格していれば，博士論文を提出し
て審査を請求できます。本研究科では，1988 年度に第１号
の課程博士が誕生して以来，日本人 181 名，外国人 106 名（令
和３年 4 月現在）の卒業生が課程博士を取得しています。

博士論文

張 晏菱
神戸大学
経済経営研究所
研究員
令和２年度修了

最近の主な就職先

大阪経済法科大学 大阪国際大学
大阪市役所 大阪府庁
北おおさか信用金庫 京都大学
神戸大学 シンプレクス・ホールディングス
西南学院大学 東京財団
ハノイ貿易大学 一橋大学
福山大学 貿易大学
松山大学 三菱重工業
関東学園大学 経済産業研究所
経済産業省 高知大学
国土交通省近畿地方整備局 三井住友銀行
三菱総合研究所 大正大学
地球環境戦略研究機関 中国アモイ大学経済学院
中南財経政法大学 南華大学
日本学術振興会 日本銀行
日本経済研究センター 目白大学
矢野経済研究所 University of Jos

学術研究は最も自由なことです
　学術研究というのは，世の中で最も自由なことだと思います。神戸大学大学院経済学研究科に
は多様な研究分野が設けられており，様々な国の学生たちに自由な研究環境が提供されています。
研究科内部における学術的な交流の他にも，国内外の優れた学者，政治家，企業家等を招いた講
演会も定期的に開催されています。このような素晴らしい環境において，我々は常に最新の知識
と分析方法を学ぶことができるだけではなく，視野を広げ，より多くのアイデアを得て，研究へ
のモチベーションを高めることもできます。さらに，研究科では海外での学術交流の機会もあり，
学生は自分が望む研究内容やキャリアパスを自由に選べます。
　ただし研究という自由の道は，同時に最も孤独な道でもあります。研究に身を投じていると，
思いがけない課題にぶつかることもあり，辛くとも自分で解決しなければならない場面がありま
す。その過程において，貴重なアドバイスを提供してくれる先生に出会えたならば，それはとて
も幸運なことです。研究科には，多様な分野で活躍される優秀な先生がいらっしゃるため，きっ
と孤独な研究生活においても道しるべになってくれるはずです。

最近の博士論文テーマ

• 組織における人事評価制度のゲーム理論による分析
• 18 世紀後半ザクセン繊維産業における技術変化
• 日本における地域最低賃金と労働市場－雇用と貧困への影響の視点から
• 日本におけるグループ内・グループ間賃金格差の研究―タスク・アプローチによる検証
• 経済組織としての信用金庫
• An Empirical Analysis of Relationship between Energy market and BRICS’ s Currencies 

（エネルギー市場と BRICS の為替市場の関係に関する実証分析）
• Bank Organization and Competition, the Benefits of Relationship Banking, and 

Monetary Transmission Mechanism: Based on the Micro Perspective in Japan and China
• Dynamic inefficiency, over-savings, and saving resilience
• Empirical Studies on Intrahousehold Allovation of Time and Consumption in Japan

• Empirical Studies on the Impacts of Policies for Renewable Energy 
• Essays on Dynamic Trade, Educational Choices, and Income Distribution
• The Empirical Economics of Inequality
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　総合コースで高度専門職業人を目指す場合，前期課程２年間のみのカリキュラムとなります。学生は所定の単位を修得し，
修士論文の審査に合格すれば修士（経済学）の学位が与えられます。

高度専門職業人の育成

4 つの特別プログラム

海外ダブルディグリー・プログラム
　神戸大学経済学部，経済学研究科は，学士もしくは修士
の学位を取得できるダブルディグリー・プログラム協定を
ヨーロッパやアジアの大学と結び，国際連携による教育を
進めています。現在ルーヴェン大学 ( ベルギー )，武漢大学，
北京外国語大学 ( 中国 )，貿易大学 ( ベトナム )，エセック
ス大学 ( イギリス ) の 5 大学と協定を締結しています。武
漢大学，貿易大学からは学部および大学院の学生の受入れ，
北京外国語大学からは大学院の学生の受入を，ルーヴェン
大学とは大学院生の受入とともに派遣を行っており，神戸
大学大学院経済学研究科博士前期課程の学生は神戸で 1 学
期学んでからルーヴェン大学，エセックス大学に留学し，
同大学の経済学修士，ヨーロッパ学修士などの学位を取得
した後，再び神戸で学んで経済学修士の学位を取得するこ
とが可能です。

エコノリーガル大学院プログラム
　エコノリーガル大学院プログラムは，2019 年 10 月に学
際教育センターのプログラムとして設立されました。2010
年に始まった学部生対象の教育プログラム「法経連携専門
教育プログラム」の経験をもとに，新たに大学院生対象の
プログラムとして発展したものです。法学・経済学両研究
科の教員によるインテンシヴな指導体制の下に，法学と経
済学の複眼的な研究能力を備えたグローバル人材の養成を
目的とします。プログラム生は「エコノリーガル概論」，「ELS
セミナー」等の科目を履修し，マレーシア国民大学や上海
交通大学など海外で英語による研究報告を行い，複眼的研
究論文を執筆します。博士後期課程の学生は海外の教員の
指導を受ける機会も持ちます。前期課程では法経の学生に
限られますが，後期課程では法経以外の学生も参加可能で
す。定員は各学年４名程度です。

５年一貫経済学国際教育プログラム 
International Five-year Economics Education 
Program at Kobe (IFEEK)

　IFEEK は神戸大学と海外協定大学での学びを組み合わせ
て，英語で経済学を使いこなす力を身につけるための特別
教育プログラムです。このプログラムでは専門性としての経
済学の知識，そして専門性を生かすための国際性を重視し，
日本語と英語の両方を用いた教育を行います。大学院では
英語による専門科目を中心に履修します。また，留学先で
得た知見を生かして修士論文の研究を行います。卒業論文
から留学を経て修士論文まで一貫した指導を受けることに
より，短期間でも世界標準に達することを想定しています。
なお IFEEK プログラムは学部からスタートするため，大学
院から入ることはできません。（詳細は６ページ参照）

EU エキスパート人材養成プログラム
Kobe University Programme for European Studies
(KUPES)

　EU エキスパート人材養成プログラム（KUPES）では，EU（欧
州連合）の経済及び社会文化・法・政治的側面について専
門的かつ学際的観点から学び，EU 圏の大学へダブルディグ
リー取得のための留学（１年）を目指します。留学により
高度な外国語能力と複眼的な視野を養い，更に国際的な人
脈，タフな精神力を形成することで，国際機関や産業界等
世界で活躍するチャンスが大きく広がります。
※ 募集やプログラム内容については，変更が生じる可能性

があります。
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修了後の進路
　博士前期課程の修了者は，大学院で学んだ知識を生かして民間企業やシンクタンク等に就職（転職）したり，現在の職業で新
たな活躍の場を見つけたりしています。また，研究を続けるために編入学で博士後期課程や他大学の大学院に進学する人も増え
ています。

卒業生からのメッセージ

最近の主な就職先

アクセンチュア 伊藤忠商事 SMBC 日興証券
エレコム 大阪ガス 大阪国税局
大阪市役所 大阪府庁 海上保安庁
京都府庁 公正取引委員会 神戸市役所
神戸税務署 国立病院機構 資生堂
住友化学 住友商事 双日
ソフトバンク タイガー 帝国データバンク
東京国税局 内閣府 日産自動車
日本アイ・ビー・エム 日本経済研究センター 日本生命保険
日本郵便 野村総合研究所 パソナグループ
パナソニック 日立製作所 兵庫県庁
富士通 三井信託銀行 三井住友銀行
三菱 UFJ 銀行 三菱 UFJ 国際投信 三菱自動車
三菱食品 ゆうちょ銀行 りそなホールディングス

安冨 聡一郎
株式会社日本 M ＆ A 
センター勤務

令和２年度
博士課程前期課程修了

　経済学研究科は，一人一人の研究分野に沿って自由に学問を探究できる環境が整っています。
特に修士論文指導では，教授や他の学生たちと熱い議論を交わしながら研究を進めていく機会が
少なくありません。思う存分研究したい。そんな方にはもってこいの場だと思います。
　私は，大学の IFEEK プログラムを活用し，半年間のベルギーでの交換留学をしながら，５年間
で大学院まで修了しました。レベルの高い内容をタイトなスケジュールでこなすことはとても大
変でしたが，満足いく形で終えることができました。これも，個々人にあった研究計画を立て，
サポートしていただける研究科があったからだと思っています。
　私が，大学院生活を通して得た学びは大きく２つあります。１つ目は社会で当たり前だとされ
ていること，その常識を疑う癖がついたことです。２つ目は，社会で起こっている問題に対して
自分なりの考えや仮説を持ってアプローチする習慣がついたことです。私自身，これらの考える
力はまだまだ十分だと思っていませんが，少なくとも研究だけに留まらず，仕事においても活き
てくるものだと確信しています。皆さんも神戸大学経済学研究科で学び，自分なりの考える力を
身につけてみてください。

自分なりの考える力

宮林 雅樹
株式会社レイアップ勤務

令和元年度
博士課程前期課程修了

　経済学研究科では，様々な専門分野について学ぶことができます。学部と大学院で最も異なる
点は，自由度であると思います。研究したい内容は基本的に学生本人に任せられるため，初めは
戸惑うことも多いと思います。しかし，神戸大学にはゼミで師事する先生以外にも親身に相談に
乗ってくださる先生方がたくさんいらっしゃいます。そのため色々な先生方にお話を聞くことで，
刺激を受け，より一層レベルの高い研究に励むことができます。実際，自分の研究分野とは直接
関係のないと考えていた講義の中でも，研究のヒントになり得るトピックがありました。そうし
た環境において，専門分野に特化するもよし，幅広い知見を用いてユニークな視点から研究を進
めるもよしと，非常に自由度の高い学生生活を送ることができます。
　そんな環境の中で私は計量経済学を専攻しており，機械学習と組み合わせた研究をしておりま
した。そして経済学研究科で培った知識をもとに，広告代理店に勤めることが決まりました。そ
の中で，統計分析を専門とした仕事を行っていきたいと考えております。社会人になってもまだ
まだ学ぶべきことは多いと思います。そのために経済学研究科で学ぶことは非常に役立つ経験に
なると思います。よりレベルの高い専門性を学び，仕事に活かしたいと考えている方は，ぜひ神
戸大学大学院経済学研究科を検討してみてください。

飽くなき探求心
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　大学院に進学すると，研究者として学術雑誌への投稿，
学会報告により自らの研究成果を公表することが必要にな
ります。そこで，経済学研究科では，論文作成にあたって
のコメントを求めることなどを目的としてワーキングペー
パーを刊行しており，大学院生もこれを利用して研究を公
表することができるようにしています。さらに，英語論文
を海外の専門誌に投稿する場合，英文校閲への援助や，論
文が査読付雑誌に掲載された場合には，六甲台研究奨励賞
を授与するなどの制度があります。また，1953 年以来，大
学院生が論文発表の場として，自主的に雑誌『六甲台論集』
を発行しています。

研究成果の公表（論文，学会報告）

研究環境 −知の最前線−

　経済学の各分野の国内外の著名な研究者を招き，その最
先端の研究を聴く場，大学院生の研究を報告する場として
経済学研究科が設けている研究会が，六甲フォーラムです。
大学院生が報告した場合には六甲フォーラム・ワーキング
ペーパーとすることができ，さらに英文校閲を受ける機会
が与えられます。第一線の研究者による最先端の研究テー
マについてのサーベイ的な講義 （六甲フォーラムサーベイ
レクチャー）も六甲フォーラムから提供されています。例
えば，2016 年度には，「農業経済論」のセミナーが開催さ
れました。
　この他，ミクロ経済理論，ゲーム理論を中心とする研究
会である六甲台セオリーセミナーがあります。また，1963
年に発足し，フリードマンやハイエク，ルーカスなど著名
な研究者も報告したこともある金融にかかわる包括的な研
究会である神戸大学金融研究会は，2013 年 11 月で開催が
500 回を超えるなど，学会といっても良い規模と伝統を誇っ
ています。さらに，法学研究科と共同で実施する，法学と
経済学の学術的な研究と教育に関するエコノリーガルスタ
ディーズ（ELS）ワークショップがあります。

ワークショップからの知的刺激

　経済学の研究は，個人が孤立して行うものではありません。自らの研究を進めるためには，広く様々な研究を知ることと同
時に自らの研究を公表することが重要になります。神戸大学大学院経済学研究科の大学院生は，学内で開かれる様々な研究会 ･
ワークショップや日本各地や海外で開かれる学会で積極的に研究成果を報告し，多くの学術雑誌への投稿を通して教員ととも
に，日本における経済学研究の重要な拠点である神戸大学大学院経済学研究科の研究活動を支えています。

受賞者 論文タイトル 掲載誌名

KIM 
YOUNGROK

"Politics, Religion, and the 
Tax Incentive for Charitable 
Giving"

"Korean Economic 
Review"

劉 田田
"Spillovers to renewable 
energy stocks in the US and 
Europe: Are they different?"

"Energies"

 他　受賞数８件

■ 令和２年度　六甲台研究奨励賞（岸本賞）
　 受賞例

国内学会

学会名

日本南アジア学会第 33 回全国大会 The 19th International Conference of the Japan Economic Policy Association
第 62 回土木計画学研究発表会・秋大会 IEFS Japan
第 23 回労働経済学コンファレンス 25th Annual Conference of the Society for Environmental Economics and Policy Studies
環境経済・政策学会2020年大会, オンライン, 2020年９月. 海外学会
日本経済政策学会関西部会 2020 年度大会 32nd Eurasia Business and Economics Society Conference-Istanbul
日本経済学会春季大会 Korean Economic Review International Conference
日本経済政策学会第 77 回全国大会 Western Economic Association International Virtual International Conference

■ 令和２年度　大学院生の主な学会報告リスト

※この賞は，経済学研究科の大学院生の論文が，SSCI（Social 
Sciences Citation Index）か SCIE（Science Citation Index Ex-
panded）掲載の査読付学術誌に掲載されたとき，その努力を讃え，
研究の一層の進展を奨励する目的で，平成 16 年度から授与され
ています。



六甲台一口メモ l 19
食堂は近隣の住民にも人気があり，時々家族連れを見かけたりする。
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　本研究科は歴史と伝統に裏打ちされた，日本における経
済学研究の拠点の一つです。教員は，日本経済学会や日本
経済政策学会，日本国際経済学会，日本金融学会，社会経
済史学会，経営史学会，日本統計学会といった主要な学会
だけでなく，専門分野に応じた多様な学会に所属し，プロ
グラム委員会のメンバーや座長，討論者など学会の核とな
る役割を果たしています。
　また近年では，日本経済政策学会やアジア政経学会，日
本国際経済学会，日本人口学会，経済社会学会，日本包装
学会の会長を輩出し，様々な学会で役員や会誌編集委員を
務めるなど，経済学関係の諸学会の発展に大きく貢献して
います。

多彩な学会活動を通じた貢献

充実した海外派遣制度
　大学院後期課程の学生を対象とした海外派遣制度（久（ひ
さ）研究奨学基金海外派遣制度，六甲台後援会創立 50 周年
記念海外派遣制度）が設けられています。海外の学会での
報告や資料収集，さらに海外の大学での研究等を行うため
の旅費，滞在費，学費等の一部が支給されます。期間は数
週間の短期のものから１年程度の長期のものまで支援を受
けることができます。

　教員の旺盛な研究活動は，著作・論文の公表数にも顕著
に現れています。過去４年間（2017-2020 年３月）の論文
発表総数は 310 本を超えており，そのうち 166 本が英文に
よる査読付雑誌に掲載されています。この数字は，世界的
に著名な経済学雑誌の論文掲載数に基づくランキングで見
た場合，国内でもトップクラスに位置します。

研究活動を通じた学界への貢献

＊１ かっこで表記された論文数は，内数として「査読付論文」の
数です。

＊２ かっこで表記された学会発表数は，内数として「招待講演・
招待発表」の数です。

実証の宝庫
　大学院の実証研究では，良質なデータを適切な手法を用
いて分析することが求められます。経済学研究科と経済経
営研究所が共同で運営している神戸大学ミクロデータセン
ター（KUMiC）は，独立行政法人統計センターの西日本で
最初のサテライト機関として，国の統計の「匿名データ」
の提供事務を行うほか，ミクロデータのオンサイト利用の
施設の整備やミクロデータに関するセミナーの開催などに
より，研究者の実証研究をサポートしています。

　本研究科の教員が全員所属する神戸大学経済経営学会編
集の『国民経済雑誌』（月刊）は，1906 年（明治 39 年）
に創刊された日本最初の経済学雑誌であり，日本有数の経
済学の月刊誌として，数多くの優れた論文を掲載してきま
した。最近では，学外の執筆者を交えた特定のテーマに関
する特集号も随時刊行されています。
　また，ディスカッションペーパー（英文および和文）も
活発に作成されており，関連分野の専門家から広くコメン
トを求めるなど，研究交流の場として役立っています。そ
れらは神戸大学学術成果リポジトリおよび本研究科ホーム
ページで公開されています。

学術誌の刊行を通じた貢献

教員の研究成果

■ 過去 4 年間における研究成果　発表数
2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度

専任教員数 63 58 53 53

著書数
日本語 15 18 4 15
外国語 2 7 1 8

論文数 
＊ 1

日本語 34（6） 36（7） 11（0） 37（6）
外国語 43（34） 71（58） 35（32） 46（42）

学会発表数＊ 2 108（25） 93（21） 38（6） 45（9）
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ICT を使いこなして，様々な情報を分析
　神戸大学のキャンパス内では個人 PC，スマホ等から学内
無線 LAN が使用できます。大学が結んでいる包括的な契約
によりMicrosoft社のOfficeやWindows，その他のソフトウェ
アの利用が可能で，学修支援システムを利用した双方向授業，
レポートの提出，図書の閲覧，履修登録等にパソコンを活用
しています。経済学部では計量経済学やデータ分析の講義や
演習を提供し，情報やデータを分析する専門的手法を体系的
に教えるとともに，少人数のゼミにおいては，分析結果を分
かりやすくプレゼンテーションする方法も指導します。
　情報やデータを集めて分析することは，経済学を修得し
た専門家の本業です。神戸大学は政府機関との協定に基づ
いて，KUMiC を設置し，国の統計をはじめとする様々なデー
タを使った研究を支援しています。

豊かな環境に恵まれた研究の場

　所蔵総数が 378 万冊を超える神戸大学附属図書館は，そ
れぞれの研究分野に応じた分館システムをとっており，そ
の中でも，六甲台キャンパスの中央にある社会科学系図書
館は，神戸高商以来の 100 年の歴史を持つ中核的存在です。
この図書館には，江戸時代の古地図や神戸開港関連文書な
どの貴重なものから最新の計量経済学，コンピュータ関連
書籍まで広範な文献を所蔵しています。さらに，全国に 2
つしかない社会科学系の外国雑誌センター館にも指定され，
経済学の学習，研究に最適な環境を提供しています。近年
はラーニングコモンズの整備等を通し，自学自習や協同学
習など様々な学習形態へ適応するため学習環境の提供を促
進するとともに，電子ジャーナル・電子ブック・データベー
スといった教育研究の基盤となる電子情報リソースの整備
に努め，大学における学習・教育・研究を支援する活動を
展開しています。さらに，所蔵貴重資料などの学術資産や
教育・研究成果のデジタル化公開を進め「デジタルアーカ
イブ」としてひろく世界に発信しています。

図書館は知的探究の場

　神戸大学経済学部は，大阪梅田から約 45 分，神戸三宮
からは 30 分余りの交通の便のよい六甲山の麓の六甲台地
区にあります。経済学部のある六甲台キャンパスは学内で
最も伝統があり，各学舎を経営学部，法学部とともに利用
しています。正門奥の階段を上がると目の前に見えるのは，
ともに保存建造物に指定されている重厚感に満ちた本館と
講堂です。そのうえ構内には緑があふれ，野鳥のさえずり
が聞こえるだけでなく，北には六甲の山並み，南には大阪
湾を一望できるという眺望にも恵まれた自然環境の中にあ
ります。

神戸の街並と海が見下ろせるキャンパス
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六甲台にはイノシシの他に，キツネ，タヌキ，モグラ，ネコ，カラス，サル，経済学者などがいる。

A
ca

de
m

ic 
En

vi
ro

nm
en

t

環
境

学生寮　外観

生協 BEL BOX 店

　購買や食堂は神戸大学生活協同組合により運営されてお
り，航空券や旅行の手配，インターネット・プロバイダへ
の加入，各種チケット販売などのサービスも行っています。
生協は大学構内にいくつかあり，六甲台キャンパスには正
門横アカデミア館内に食堂とショップ（書籍・購買）があ
ります。

学生生活をサポートする施設
　本学の学生は，半数近くが下宿生活をしています。学生
の多くは，学生マンション（バス・キッチン付のワンルー
ムマンション ) を借りています。また，大学には学生寮が
あり，大学の定める規則に従い入寮することができます。

住宅状況

　学生生活を送るにあたって，学費納付が困難な学生に対
する奨学金制度があり，日本学生支援機構の他，地方自治体，
企業，財団などから，例年多くの募集があります。申請資
格や支給か貸与かなどは奨学金により異なります。

奨学金制度
　経済的理由により，授業料の納付が困難でかつ成績優秀
と認められた場合，または，特別な事情により授業料の納
付が著しく困難であると認められた場合は，選考の上納付
すべき授業料の全額又は一部が免除されることがあります。
また，入学料の全額又は一部が免除される制度もあります。

授業料免除制度

　保健管理センターでは健康診断や再検査・精密検査の他，
急な疾病や事故に対する救急処置，内科医による ｢ からだ
の健康相談」，カウンセラー・精神神経科医による「こころ
の健康相談」を受けることができます。

保健管理センター

学生寮　内観単身室　一般的な間取り

種　類 奨　学　金　名 対　象

神戸大学独自の奨学金制度
神戸大学基金奨学金 学部１年生
レンゴー奨学金 学部３年生
神戸大学基金緊急奨学金 学部学生および大学院学生

民間奨学団体 藤井国際奨学財団 学部３，４年生
夢＆環境支援宮崎記念基金 学部１～４年生

独立行政法人日本学生支援機構 日本学生支援機構奨学金 学部学生および大学院学生

■ 奨学金制度の一例

学生寮については，神戸大学ウェブサイトをご覧くださ
い。
URL: https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/support/ 
dormitory/index.html

具体的な奨学金制度については，神戸大学ウェブサイトをご覧ください。

URL: https://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/scholarship/index.html

　また，学生会館では，大学内の様々なクラブ・サークル
活動が行われています。
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神戸から世界へ，世界から神戸へ

　経済のグローバル化の進展により，企業人や研究者には
より一層の国際性が必要となってきています。グローバル
リーダーとして活躍するには，英語を使いこなせることは
必要ですが，高い専門性も不可欠です。そこで，神戸大学
経済学部では，大学間協定に基づく従来の単位互換留学に
加えて，専門科目の英語による授業と海外協定校への長期
留学とを組み合わせた学部・大学院一貫プログラムである
IFEEK を平成 25 年度より開始しました。また，神戸大学
は学生を世界に送り出すだけでなく，多くの海外出身の学
生が学んでいます。経済学部 ･ 経済学研究科でも別表のよ
うに，中国や東南アジア諸国，欧米各国からの多くの留学
生が在籍しています。そこで，本大学院では，英語による
授業の履修のみで修了できる英語コースを充実させるなど，
留学生，日本人学生がともに学ぶ国際的な教育環境の充実
に努めています。

国境をこえて経済学を

　経済学は，社会科学の中でも研究における国際化が進んでいる分野です。神戸大学経済学部でも，長期の在外研究をはじめ，
短期の学術調査，講演，国際学会での研究報告など，多くの教員が世界各地に出かけています。また，外国人研究者の来学も
盛んで，研究会やセミナー等で活発な討論や意見交換が行われています。加えて，神戸大学経済経営研究所などとも連携しな
がら，アメリカのハワイ大学や台湾の国立台湾大学，中国の山東大学，南開大学，浙江大学，東呉大学，シンガポールの南洋
理工大学，韓国の漢陽大学校，ベルギーのブリューゲル研究所などと定期的に相互交流の研究集会を開催しています。

研究を通じた国際交流

　神戸大学では世界各国の約 370 の大学 ･ 研究機関と，全
学協定，学部間協定を結んでいます。経済学部 ･ 大学院の
学生は，エセックス大学（イギリス），パンテオン ･ アサス

（パリ第二）大学（フランス），キール大学（ドイツ），ルー
ヴェン大学（ベルギー），バルセロナ大学（スペイン），グラー
ツ大学（オーストリア），ダブリン・シティ大学（アイルラ
ンド），北京大学（中国），漢陽大学校（韓国）など世界各
地の諸大学へ学生交換協定に基づく留学が可能で，これら
の大学で取得した単位は，一定の範囲内で卒業に必要な単
位として認められています。また，本研究科ならびに協定
大学の修士号を取得できるダブル・ディグリープログラム
は，北京外国語大学や武漢大学，貿易大学の学生を受け入
れる形で，エセックス大学，ルーヴェン大学には本研究科
の学生の派遣も実施しています。

海外協定校への留学

宮崎 智視 准教授

在外研究　教員からのメッセージ

財政学
公共経済学

■ 平成 30 ～令和２年度の派遣留学実績

※（ ）内は学部留学生数

出身国 人数 出身国 人数
中国 148 (6) ﾓﾝｺﾞﾙ 1 (1)
韓国 13 (13) ﾀﾝｻﾞﾆｱ 1
ﾍﾞﾄﾅﾑ 5 (3) ｼﾞｬﾏｲｶ 1
ﾏﾚｰｼｱ 4 (4) ｺﾝｺﾞ民主

共和国 1
ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ 2
台湾 1 (1) ｶﾞｰﾅ 1
ﾛｼｱ 1

計 179 (28)

■ 令和３年度４月現在の留学生数

　2018 年度に，エセックス大学経済学部で短期海外研究を行う機会を得ました。同大学
は本学の協定校の一つであり，経済学研究科はダブルディグリーに関する協定も結んでい
ます。セミナーでの研究報告やディスカッションに加え，所属する先生や事務スタッフの
方たちと教育面についてのお話しを伺う機会も得ました。スタッフの方によると，希望す
れば全員が留学生寮に入居できるとのことで，留学生に対しては十分な支援体制が敷かれ
ているという印象を持ちました。大学のあるコルチェスターという街の雰囲気とも合わせ
て，英国での留学を考えている学生さんに是非お勧めしたい大学です。

エセックス大学での在外研究を終えて

主な留学先 人数 主な留学先 人数
ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ国立大学ｺﾞﾙｳｪｰ校（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ） 1 ﾊﾟﾘ西ﾅﾝﾃｰﾙ･ﾗ･ﾃﾞﾌｧﾝｽ大学（ﾌﾗﾝｽ） 1
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ大学（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ） 1 ﾊﾞﾙｾﾛﾅ大学（ｽﾍﾟｲﾝ） 4 (1)
ｳﾞｪﾈﾂｨｱ大学（ｲﾀﾘｱ） 2 北京大学（中国） 1
ｷｰﾙ大学（ﾄﾞｲﾂ） 3 ﾍﾞﾙﾘﾝ経済法科大学（ﾄﾞｲﾂ） 6
ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ大学（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ） 1 ﾍﾝﾄ大学（ﾍﾞﾙｷﾞｰ） 1
ｸﾞﾗｰﾂ大学（ｵｰｽﾄﾘｱ） 1 ﾎﾞｯｺｰﾆ大学（ｲﾀﾘｱ） 1
国立台湾大学（台湾） 2 (1) ﾎﾞﾛｰﾆｬ大学（ｲﾀﾘｱ） 1
ｿｳﾙ国立大学校（韓国） 1 ﾏｰﾙﾌﾞﾙｸ大学（ﾄﾞｲﾂ） 1
ｿﾌｨｱ大学（ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ） 1 ﾗｲﾃﾞﾝ大学（ｵﾗﾝﾀﾞ） 1
ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ･ｼﾃｨ大学（ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ） 5 ﾘｴｰｼﾞｭ大学ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｽｸｰﾙ（ﾍﾞﾙｷﾞｰ） 1
ﾃｨﾙﾌﾞﾙｸﾞ大学（ｵﾗﾝﾀﾞ） 1 ﾙｰｳﾞｧﾝ･ｶﾄﾘｯｸ大学（ﾍﾞﾙｷﾞｰ） 1
漢陽大学校（韓国） 1 (1) ﾙｰｳﾞｪﾝ大学（ﾍﾞﾙｷﾞｰ） 6 (1)
ﾊﾞﾍﾞｼｭ･ﾎﾞﾖｲ大学（ﾙｰﾏﾆｱ） 1

※（ ）内は留学生数
※ 令和 2 年度は派遣実績なし 

（新型コロナウイルス感染拡大の影響により）
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正門の柱に登って絶叫，4 月によく見る光景。
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　国際的な研究グループに参加し，南アフリカにおける貧困
と過去の人種隔離政策の関係を研究する機会に恵まれまし
た。実はこの研究は博士論文のテーマとは異なるのですが，
自身の研究で身につけたデータ分析の技術を生かして参加し
ました。この研究のために，神戸大学から支援を受け，南ア
フリカを訪れました。経済学研究科の博士課程後期課程の学
生を対象とする，海外での研究活動に対する支援制度を利用
させていただきました。現地ではケープタウン大学の共同研
究者を訪ねたほか，地方にも行きました。ケープタウンは裕
福な白人が多い大都市ですが，地方は人口の大半を貧しい黒
人が占めており，格差の大きさに驚きました。そこの住民か
ら直接話を聞くことで，研究のヒントを多く得ることができ
ました。実際に研究を進めると，過去の人種隔離政策は貧困
率の地域間格差として現在にも影を落としていることがわか
りました。在学中に博士論文とは別の研究ができたこと，研
究室を飛び出し実際に現場を訪れたことは，今後の研究者人
生を歩む上で貴重な経験となりました。

　私は中国からの留学生として，神戸大学経済学研究科に所属してい
ます。環境問題に関心を持っているため，竹内憲司先生のゼミに入り，

「再生可能エネルギーと電力価格の関係」を研究テーマにして勉強し
ていました。普段からゼミの発表が英語で行われていて，卒業論文も
英語で作成しました。大学院生として，専門知識または研究方法を身
に付けた上，自分の英語力も十分に伸ばせたと思っています。
　神戸大学に入学してから，私は KUPES プログラムに参加しました。
修業期間を 1 年延長し，ベルギーのルーヴェン大学 (KUL) で再び留学
をし，もう 1 つ学位を取ることが出来ました。留学先での講義は全て
英語を使っていましたが，留学する前，「日欧比較セミナー」などの
KUPES 科目をきちんと履修していたため，英語での授業に慣れていま
した。ヨーロッパでも日本でも，全ての留学生が悩んでいることは言
語の壁だと考えます。しかし，積極的な姿勢を持って，現地の人と交
流をすれば，だんだんうまくいきます。
　課程履修を始めとして，住居などの細かい生活上のアドバイスまで，
研究科教務係と KUPES の先生からのサポートがとても充実していて，
本当に助かりました。神戸大学での 3 年間，私はとても意義がある留
学生活を過ごしたと感じています。是非多くの学生に留学の楽しさを
体験してほしいと思っております。

　私は 1 年生の夏休みに，学部のプログラムを利用してオー
ストラリアへ 5 週間留学しました。現地では，ホームステ
イをしながら，クイーンズランド大学付属の語学学校で英
語を勉強しました。ホームステイ先には日本好きのホスト
ファミリーと台湾からの留学生がいて，楽しく過ごすこと
ができました。彼らと話していて，私が英語での伝え方が
分からず戸惑っていても，懸命に理解してくれようとして
いるのを感じ，拙い英語でも積極的に話すことの大切さを
学びました。また学校では，クイーンズランド大学の学生
と経済学の授業を英語で受ける機会もあり，積極的に授業
に参加していた現地の学生に刺激を受けました。週末には
小旅行に行ったりして，知らない土地を満喫することもで
き，とても充実した 5 週間を過ごせたと思います。
　私は，在学中に長期留学をしたいと思っており，そのた
めの第一歩としてこのプログラムに参加しました。英語が
特別得意じゃなくても，熱意さえあればそれをサポートし
てくれる環境は整っているので，ぜひ積極的に挑戦してみ
てほしいと思います。

海外での研究

東 雄大

南アフリカ研究

英語研修プログラム

無津呂 華

語学研修体験談

海外からの留学生

李 静遠（中国）

充実した 3 年間

令和元年度
博士課程後期課程修了

勇上 和史 ゼミ所属

経済学部 3 年生

佐野 晋平 ゼミ所属

平成 30 年度
学部卒業

石黒 馨 ゼミ所属

協定校への留学

荒谷 優太

ドイツ留学体験記

　私は学部 4 年の 10 月から半年間，ドイツのキール大学へ
交換留学に行きました。神戸大学経済学部ではクイーンズ
ランド大学での短期語学研修や英語で経済学を身につける
ための IFEEK など留学に関する様々なプログラムがありま
す。私はそれらに参加していたので語学力を向上させ，英
語で経済学を学ぶことに抵抗がなくなった上で留学するこ
とができました。また，それ以外に留学全般に関するサポー
トもあります。留学先では実験経済学や環境経済学などの
授業を取っていました。どの授業でも先生と学生がお互い
によく質問し，学生のレベルも高いのでとても刺激になり
ました。普段の生活では友達と一緒にいろいろな国の料理
をつくったり，週末や長期休暇にはドイツやヨーロッパへ
旅行にいったりして様々な国の文化に触れられました。異
国の地に住むことは楽しいことだけではなく戸惑いを感じ
ることもありましたが，そのような部分も含めてドイツや
キールには愛着を持つことができました。神戸大学では留
学の支援や機会が充実しているので，多くの学生が留学に
挑戦してほしいと思います。

竹内 憲司 ゼミ所属

令和元年度
博士課程前期課程修了
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同窓会：強力なサポート，広がる人脈

経済学部・経済学研究科　ウェブサイト
　経済学部・経済学研究科ウェブサイトには，教員紹介や
入試情報が掲載されているのはもちろんのこと，ディスカッ
ション・ペーパーのダウンロードや，うりぼーネットを通
じた各開講授業科目へのリンクなど，学生生活において必
要となる様々な情報にアクセスすることができます。

　一般社団法人凌霜会は，神戸大学大学院経済学研究科・
経済学部と経営学研究科・経営学部，法学研究科・法学部，
国際協力研究科の同窓会です。神戸高商の設立以来の歴史
をもち，同窓の親睦と社会科学系学部支援のための活動を
続けています。
　会員数は 1 万人を超え，同窓会として輝かしい伝統と強
固な組織を誇っています。会員は実業界だけでなく，官・学・
法曹界などにおいて神戸大学で培った精神を支えに広く活
躍し，国内外の経済発展を支えてきました。
　日本国内だけでなく，海外にも支部・連絡先を持つほか，
多くの企業で凌霜のネットワークが組織されています。東
京・大阪には凌霜クラブあるいは神戸大学専用クラブがあ
ります。また，会誌『凌霜』の発行（年 4 回），メルマガ「凌
霜ビジネス」やツイッター，フェイスブック配信，会員「Web」
名簿の閲覧サービスなど，会員相互のコミュニケーション
促進とネットワークづくりに努めています。
　在学中は準会員として，凌霜会に加入いただいています。
準会員には，会誌『凌霜』の配布，メールマガジン，ツイッ
ターによるキャンパス情報が提供されます。
　さらに新入生歓迎パーティーをはじめ，七夕祭や六甲祭

（学園祭）や学部卒業謝恩会への賛助，大学主催の様々な行
事への補助など，教育研究活動への支援を行っています。
最近では就職活動サポートなどその支援を広げ，六甲台就
職相談センターの運営，ベルカンとの共催の業界セミナー
などを開催しています。2015 年度からは凌霜寄附講義「社
会科学の実践」を開講しています。
　このように凌霜会は，同窓会としての親睦組織であるだ
けではなく，六甲台５部局と神戸大学のさらなる発展のた
めに活動を続けています。

一般社団法人 凌霜会

学部・大学院 名前
学部２年生 川田　柊翔
学部３年生 德村　日菜乃
学部４年生 丸井　優希

■ 第 13 回凌霜賞受賞者

神戸大学　ロゴマーク

　神戸大学のロゴマークは，平成 14 年の創立百周年を機
に作成されました。本学の英文名である「Kobe University」
の頭文字「K」を 2 羽の鳥に象形化し，それぞれが大きな軌
跡（個性）を描きながら山や海を渡り，大空（世界）へと
自由に羽ばたき，時にはお互いに助け合いながら進みゆく
様子を表現しています。
　配色は，鳥を大学のシンボルカラーの
ブリックカラーとし，緑は山，青は海を
イメージしています。

詳しくは凌霜会のウェブサイトをご覧ください。
URL：https://www.ryosokai.net/

神戸大学大学院経済学研究科・経済学部のウェブサイト
をご覧ください。
URL：http://www.econ.kobe-u.ac.jp/

　凌霜会員などの寄附により運営されている公益財団法人
神戸大学六甲台後援会は，学術交流の促進，教育の充実等
への助成により社会科学系学部等を支援しています。
　例えば，教員の海外派遣支援，学会・シンポジウム開催
支援等，学部学生教育支援として，社会科学特別奨励賞（凌
霜賞）・六甲台賞奨学金，海外派遣，寄附講義，キャリア形
成教育等，大学院学生教育支援として海外派遣等の支援を
行っています。

公益財団法人 神戸大学六甲台後援会

詳しくは六甲台後援会のウェブサイトをご覧ください。
URL：http://www.rokkodaifund.com/ 
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国内最大規模のスタッフ陣

歴史分析講座
奥西 孝至 教授
重富 公生 教授
橋野 知子 教授
綿貫 友子 教授

産業・社会政策講座
衣笠 智子 教授
鈴木 純 教授
永合 位行 教授
藤岡 秀英 教授
勇上 和史 教授
水野 倫理 准教授

金融・公共政策講座
岩壷 健太郎 教授
畳谷 整克 教授
玉岡 雅之 教授
西山 慎一 教授
宮崎 智視 准教授

計量・統計分析講座
末石 直也 教授
難波 明生 教授
羽森 茂之 教授
松林 洋一 教授
茂木 快治 准教授

比較経済政策講座
梶谷 懐 教授
金京 拓司 教授
宮尾 龍蔵 教授
吉井 昌彦 教授
佐野 晋平 准教授
WIERZBOWSKA Agata 准教授
片山 三男 講師

芦谷 政浩 教授
小林 照義 教授
清水 崇 教授
中村 保 教授
春山 鉄源 教授
宮川 栄一 教授
糟谷 祐介 講師
松田 一茂 講師

理論分析講座

竹内 憲司 教授
萩原 泰治 教授
阪本 浩章 准教授
中村 健太 准教授
山﨑 潤一 講師

技術・環境分析講座
胡 云芳 教授
中西 訓嗣 教授
橋本 賢一 教授
後藤 潤 講師

国際経済政策講座

田中 喜行 准教授
WOLF David 講師
李 慧慧 講師
大塚 啓二郎 特命教授
MITCHELL Chris 特任准教授
小島 理沙 特命講師
INOUE Aemee 助手
岩月 淳子 助手

講座外教員




