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神戸大学大学院経済学研究科
オリエンテーション

令和２年度（2020年度）

前期課程総合コース

後期課程（一般学生）
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概略と修了要件
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前期課程と後期課程

・前期課程

コースワークとゼミ
研究に必要な知識とスキルの修得

・後期課程

論文執筆中心、六甲フォーラムへの参加・研究発表
創造性の高い研究課題を自立して設定し、遂行する
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前期課程（後期課程進学希望者）修了要件

2年以上の在学
所定の単位（30単位以上）を修得
研究指導を受け、修士論文の提出と最終試験での合格

⇒参照：便覧『経済学研究科規則』第18条

※赤字の６科目は必修です。

※英語力強化科目は２単位まで修了要件に参入可能。

授業科目等 単位数

演習 ８

ミクロ経済学ⅠA・ⅠB ４

マクロ経済学ⅠA・ⅠB ４

計量経済学A・B ４

特殊研究
１０以上

自由選択科目

合計 ３０以上
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前期課程（非進学者）修了要件

2年以上の在学
所定の単位（30単位以上）を修得
研究指導を受け、修士論文の提出と最終試験での合格

⇒参照：便覧『経済学研究科規則』第18条

※赤字の３科目は必修です。

※英語力強化科目は２単位まで修了要件に参入可能。

授業科目等 単位数

演習 ８

基礎ミクロ経済学 ２

基礎マクロ経済学 ２

基礎計量経済学 ２

特殊研究
１６以上

自由選択科目

合計 ３０以上
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前期課程修了にかかる注意点①

・進学希望者の自由選択科目には、下記科目の単位は

算入できない。

「基礎ミクロ経済学」「基礎マクロ経済学」「基礎計量経済学」

「Microeconomics」「Macroeconomics」「Econometrics」

・非希望者の自由選択科目には、下記科目の単位は

算入できる。
「ミクロ経済学ⅠA・ⅠB」「マクロ経済学ⅠA・ⅠB」「計量経済学A・B」

⇒参照：便覧『経済学研究科規則』第18条別表第２
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前期課程修了にかかる注意点②

・２年次の１０月に『修士論文題目届』を教務係へ提出

する際、後期課程への進学希望の有無を併せて提出す

る。（※提出様式は未定）

・それ以降は、「進学 ⇒ 非進学」の変更は受け付ける

が、「非進学 ⇒ 進学」の変更は当該年度中は認めら

れない。

～注意～

進学希望者が進学希望者用の修了要件を満たせず、か

つ非進学者用の修了要件を満たした場合、本人の意思

に関係なく前期課程を修了することとなる。



①3年以上の在学

②演習8単位を修得

③研究指導を受け、博士論文の提出と最終試験での合格
⇒参照：便覧『経済学研究科規則』第19条

④外国語試験に合格すること。
※後期課程編入学者については、上記に加えて「マクロ経済学」

及び「ミクロ経済学」の試験に合格すること。

⇒参照：便覧『後期課程の修了要件に関する内規』

博士論文提出の要件
学力試験指定科目に合格すること。 （※別紙参照）

※詳細※ 研究科HP ⇒ 在学生／卒業生の方へ

⇒ 大学院生の方へ

⇒ 学位取得
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後期課程修了要件



課程博士論文の提出要件
学力試験指定科目について

・４分野（経済理論、経済史etc）の中から２分野以上（

各２科目）の学力試験指定科目に合格しなければなら

ない。

・授業の成績（「秀」または「優」）をもって学力試験

指定科目の合格とするので、履修登録期間中の履修登

録は必須。

・一度単位を取得した科目は履修登録できないので、『

学力試験指定科目試験受験届』（掲載：研究科HP）を

受付期間中に教務係へ提出する必要がある。
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履修について
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前期課程総合コース

 前期課程の履修方法
⇒参照：便覧『前期課程の履修について』

 修士論文の作成方法
⇒参照：便覧『学位論文等作成要領（修士）』

 指導教員の選択（1年次4月）

演習：指導教員が決まると、その教員の演習を履修

特殊研究：指導教員以外の教員のゼミ（サブゼミ）
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後期課程

 後期課程に進むと（通常は）3年間を通じて演
習を履修する。

 博士論文の作成方法
⇒参照：便覧『学位論文等作成要領（博士）』



講義・演習・特殊研究
内容 スタート

講義 教室での受講

（前期課程・後期課程）
１年生前期

演習
本ゼミ：必修

（指導教員のゼミ）

特殊研究
サブゼミ：選択

（研究に関連する教員のゼミ）

（前期課程）
１年生後期

（後期課程）
１年生前期
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クォーター制について
• 神戸大学では平成２８年度から全学生を対象に ｢２学期
クォーター制｣ を導入しています。ただし、土曜日に開講さ
れる科目に関してはそのほとんどが従来通り前期・後期単
位で授業を行う「セメスター制」で提供されます。

＜２学期クォーター制とは＞

学籍や授業料の取扱いは２学期制のまま、前期・後期の授業

期間をそれぞれ半分に分け、各８週で授業を行う制度です。

※HPにて授業・試験日程を確認すること
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講義科目の履修登録
 履修登録

登録する講義科目は「うりぼーネット」上で行うこと。

・上記の履修登録期間にQ1とQ2の科目の登録を行うこと。

・夏季集中講義の登録も上記期間中に行うこと。

・後期課程の学生のみ、演習の履修登録も各自で行うこと。

 履修登録の取消
試験を受けない科目については、履修取消期間中に
取消さなければ「不可」になるので、以下の期間に
「うりぼーネット」上で取消し手続きを行うこと。

前期（Q1・Q2）
履修登録期間

４月２０日（月） ～ ５月２０日（水）

Q1履修取消期間 ５月２１日（木） ～ ５月２７日（水）

Q2履修取消期間 ７月１０日（金） ～ ７月１６日（木）

※セメスター制の科目の履修取消期間はQ1履修取消期間と同様とする



演習（本ゼミ）の募集手続〔対象：前期課程１年生〕

日程 内容

～４月２７日（月）１７時

オフィスアワー終了、
募集締め切り
（『演習指導申請書及び研究計画書』の
メール提出）

５月上旬 募集結果発表（研究科HPにて）

16

※演習の履修は指導教員決定時に自動登録します



特殊研究（サブゼミ）の募集手続〔対象：後期課程〕

日程 内容

～５月２０日（水）１７時

オフィスアワー終了、
募集締め切り
（『特殊研究履修登録願』のメール
提出）
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※特殊研究の履修登録は教務係で行います。
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研究活動支援

 凌霜賞（※2020年度は募集を見合わせ中）

前期課程及び後期課程：海外派遣支援

 久研究奨学基金（※2020年度は募集を見合わせ中）
後期課程：海外派遣支援凌霜賞

 六甲台研究奨励賞
査読付き学術雑誌に採択された際に授与

 学会報告に対する旅費・滞在費の支給

 英文校閲費の援助

 日本経済研究センター会員用ＨＰの閲覧 等々

詳細は研究科HP「大学院生の方へ」をご覧ください。
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経済学研究科 学位授与に関する方針
(ディプロマ・ポリシー)〔前期課程①〕

神戸大学経済学研究科は、広く知識を授けるとともに、経済学に関
する人類の知見を継承し、創造的に発展させることを通じて、豊
かな人間性を涵養する教育研究を行い、経済学における研究活動
を行う、あるいは高度の経済学の専門性が求められる職業を担い
、広く社会に貢献する人材並びに国際的な視野を持ち世界で活躍
できる人材を養成することを目的とする。

この目的を達成するため、以下に示した方針に従って修士の学位を
授与する。

学位：修士（経済学）

神戸大学のディプロマ・ポリシー、ならびに神戸高等商業学校以来
の「真摯・自由・共同」の精神にもとづき、経済学研究は以下に
示した方針に従って当該学位を授与する。
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経済学研究科 学位授与に関する方針
(ディプロマ・ポリシー)〔前期課程②〕

本研究科に所定の期間以上在学し、履修要件として定めた所定の単
位以上を修得すること。

修了までに、広い視野に立った深い学識とともに、経済学に関する
高度な専門的知識を身に付け、社会において生じている事象を高
次のレベルで分析、解明し、その成果をもとに社会に貢献するた
めに、神戸大学のディプロマ・ポリシーに定める能力に加え、本
研究科学生が身につけるべき能力を次のとおりとする。
高度に論理的・数理的に思考する能力

社会において生じている事象を高次のレベルで的確に分析し、
その事象を解明できる能力

高次のレベルで分析、解明したことを総合し、的確に表現でき
る能力
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経済学研究科 学位授与に関する方針
(ディプロマ・ポリシー)〔後期課程①〕

• 神戸大学経済学研究科は、広く知識を授けるとともに、経済学に関す
る人類の知見を継承し、創造的に発展させることを通じて、豊かな人
間性を涵養する教育研究を行い、自立して経済学における研究活動
を行う、あるいはより高度の経済学の専門性が求められる職業を担い
、広く社会に貢献する人材並びに国際的な視野を持ち世界で活躍で
きる人材を養成することを目的とする。

• この目的を達成するため、以下に示した方針に従って博士の学位を
授与する。

• 学位：博士（経済学）

• 神戸大学のディプロマ・ポリシー、ならびに神戸高等商業学校以来の「
真摯・自由・共同」の精神にもとづき、経済学研究は以下に示した方針
に従って当該学位を授与する。
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経済学研究科 学位授与に関する方針
(ディプロマ・ポリシー)〔後期課程②〕

• 本研究科に所定の期間以上在学し、履修要件として定めた所定の単
位以上を修得し、研究科の定める審査および試験に合格すること。

• 修了までに、広い視野に立った深い学識とともに、経済学に関する最
高度の専門的知識を身に付け、社会において生じている事象を最も
高次なレベルで分析、解明し、従来の研究を乗り越えた創造性の高い
研究の成果をもとに社会に貢献するために、神戸大学のディプロマ・
ポリシーに定める能力に加え、本研究科学生が身につけるべき能力
を次のとおりとする。

• 創造性の高い研究課題を自立して設定するに至る論理的・数理
的に思考する能力

• 社会において生じている事象を最も高次のレベルで的確に分析し
、その事象を解明し、従来の研究を乗り越えた新たな知見を明ら
かにできる能力

• 高次のレベルで分析、解明したことを総合し、従来の研究を乗り越
えた独自の知見として的確に表現できる能力
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BEEF
履修している科目ごとに、授業や試験に関する連絡、
資料配付、課題提出などの情報が掲載される。
毎回、必ず確認すること。
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その他①
 シラバスの閲覧、履修登録、成績の確認は全てwebで。

web用のアカウント（ユーザーID・パスワード）は

郵送にて配布する。

 2020年度前期（Q1）授業開始日：5月7日（木）

※Q1の授業は、すべてオンラインにて実施。

Q2以降については、追って研究科HPにてお知らせ。

 不正行為に関する申し合わせ

※カンニングを行うと、当該学期の授業はすべて

無効になります。
⇒参照：便覧『不正行為に関する申し合わせ』



25

その他②

後期課程の学生は、演習の履
修登録は各自でうりぼーネッ
トから行うこと


