教員名

新井 孝重 教授

中世庶民生活史
東大寺領黒田荘を共通のテーマに
しつつ、荘園に暮らす人々の諸問題
について班ごとに研究します。

市原 博 教授

日本製造業・鉱山業の技術開発と
労働関係の歴史研究
日本経済史・経営史の研究
戦後からの日本経済と、企業の経
営活動の特徴を分析することで、経
済・経営の知識を養います。

伊藤 晋二 教授

臨床精神医学、臨床心理学、司法精神医学、
産業精神保健、教育現場の精神保健
精神保健学
精神保健や臨床心理に関する論文
を読み、要約して発表したり、専門
図書の輪読を行います。

黒木 亮 准教授
経済学史

教員の専門や研究テーマ

※ゼミナールは経済学部 3 学科のすべてのゼミ（P.64、P.70、P.76）の中から選択できます。

徳永 潤二 教授

国際金融論、金融不安定性の研究、
経済の金融化の研究

森永 卓郎 教授

労働経済学

経済思想史
経済学の古典や解説書で経済学の
歴史を学ぶことで今日の政策論議を
客観視する目を養います。

国際金融論
国際金融などのテーマについて、
ディスカッションします。

仕事と暮らしの経済学
格差問題や、年金、介護といった
社会システム問題の解決策と、今後
の経済社会のあり方を考えます。

塩田 尚樹 教授

野村 容康 教授

山下 裕歩 教授

税制改革を考える
財政学のテキストから日本の税制
の基本的な仕組みを理解し、租税の
本来のあり方を考察します。

マクロ経済学と社会・経済問題
少子高齢化、所得格差、貧困な
どの社会問題を、マクロ経済学の視
点で捉え、解決策を探ります。

本田 浩邦 教授

山森 哲雄 准教授

経済成長と環境制約、環境政策に
おけるインセンティブ問題
環境問題のとらえ方・考え方
経済成長と真の豊かさ、社会のあ
り方、さらに人間以外の生物の生存
権などさまざまな論点に触れます。

須藤 時仁 教授

産業構造の変化が日本経済に与える影響
日本経済を理解するための基礎知識
日本経済のテキストの一部をひとり
が説明し、皆で議論します。各自が
考えた時事クイズを解きます。

高安 健一 教授

北欧諸国の租税政策

現代アメリカ経済論
グローバリゼーションと経済格差
各国における緊縮財政政策と、そ
れによりもたらされた経済格差の拡大
といったテーマを学びます。

益山 光央 准教授

研究開発による経済成長

行動経済学、実験経済学、ゲーム理論

行動経済学
判断と選択における認知バイアス
について理解を深め、合理的な選択
をするための思考力を養います。

湯川 益英 教授

熊本 尚雄 教授

国際金融に関する理論的および実証的研究

途上国の開発に関する理論的・政策
的研究

国際金融論・金融論入門
グローバル化が進む金融・資本市
場の仕組みを学び、諸政策の効果に
関する洞察力を養います。

開発経済学：理論と実践
開発経済学を縦軸、他の学問分
野を横軸に、自ら設定した課題の解
決策を導き出します。

国際貿易入門
国際貿易・国際経済学の入門書
を読みこみ、国際貿易理論や関連分
野について学んでいきます。

契約法と経済活動
雇用契約や売買契約、賃貸借契
約といった様々な契約法について学
び、模擬裁判で討論します。

倉橋 透 教授

全 載旭 教授

御園生 眞 准教授

岡田 圭子 教授

土地・住宅市場と政策

日本経済と経済政策
経済の現状を学び、ディスカッショ
ンやプレゼンテーションをしながら経
済を読み解く力を養います。

国際貿易と国際経済に関する理論的
および実際的な課題

開発経済学、アジア経済論、中国経済論

近代ボヘミア（チェコ）の経済発展

東アジアの経済発展と開発経済学
東アジアの急速な発展と、日本、
中国の経済全般、発展途上国や貧
困問題を含む開発経済を学びます。

糸・布・衣服・モードのグローバル史
繊維産業・衣服・モードに関する
テーマについてグローバルな社会経
済史の視点から研究します。

民法（契約法理論）、消費者法、私
法原論

第二言語習得、英語教育

卒業論文（一部抜粋）
■ 日本の格差にどう向き合うか
〜ベーシックインカムを日本に導入する〜
■ 群馬県の人口減少問題の現状と必要な対策
―なぜ若者は東京へ向かうのか―

■ 全国のゆるキャラの経済効果と地域貢献
■ 国債運用と信用金庫
■ 草加市の都市近郊農業
■ IoT 社会と「日本型モノづくり企業」とその未来

経済学科での
ドイツ語学科
での4年間
4年間

経済学科

東アジアの中の中世日本列島・地域
社会史の研究

ゼミナールテーマ
ゼミナール紹介

教員名

経済学部

教員・ゼミナール紹介

教員の専門や研究テーマ

人としての自分を磨いた
ゼミでの学び
黒川 瞳冴

4年

野村證券株式会社 内定
秋田県立大曲高等学校出身

実践的な学びの中で養う力

自分たちなりに工夫を凝
らしてはいましたが、中

社会で役立つ力を伸ばしたいという思い

間発表で企業の方から

から、高校時代に学んだ商業に関連性が

製品としての甘さを指摘

深い経済学部を志望しました。私のこうし

され、一から作り直しを

た思いは、
「モノづくりと価値づくり」をテー

する事態になってしまい

マに研究する陰山先生のゼミナールに合格

ました。再検討して、私

したことで大きく飛躍することになったので

たちのグループはリリア

す。ゼミのテーマには、モノづくり＝商品開

ン編みを起点とした初心

発、価値づくり＝人としての自分磨きという

者向けの編み機「編み maker」を提案。商

２つの要素があります。このモノづくりを実

品化には至りませんでしたが、このコンペテ

際に経 験するため、3 年 次に大 学 横 断 型

ィションを通して、商品開発をするには、物

内定した証券会社ではお客様の大切な資

のコンペティション「Student Innovation

をつくるだけではなく、効果的に販売すると

産をお預かりします。ゼミの“ 価値づくり”で

College」に参加しました。テーマは「もらっ

ころまで視野を広げて布石を打たなければ

磨いた自分をさらに磨き、お客様との間に良

てウレシい段ボール小物」。商品化を想定

ならないということを実践的に学ぶことがで

い信頼関係を育んでいきたいと思っています。

する以上、実現性を高めなくてはなりません。

きました。

目標は資産運用を通じて社会の活性化に貢
献すること。大学での学びやインターン、コ

■ 途上国の支援政策を行動経済学の立場から考える
■ 再生可能エネルギー普及に向けて

ンペティションに参加した経験がきっと役立
つと確信しています。

全国の大学が参加する

大学で何を得るのかは全て自分次第。もし、

新商品開発のコンペティ
ション「S カレ」に参加。

64

き出しは空っぽのままなのです。失敗が許さ

た商品提案をしました。

コンテスト形式でゼミの成果をプレゼン

大学で学ぶ基礎を身につける

経済学部プレゼンテーション・コンテスト（プレコン）

経済学部クラスセミナー

経済学部で毎年 10 月に開催しているチーム制のプレゼンテーショ

高校と大学では、学習の仕方が異なります。1 年生を対象にクラ

ン・コンテスト。ゼミでの活動や研究成果を学生や教授の前でプ

スセミナーを開講し、必要な資料の探し方や、書籍の読み方、文

レゼンテーションし、最優秀賞、優秀

献の引用の仕方、レポートの書き方な

賞、ベストプレゼンター賞などを決めま

ど、大学での学びに必要な知識を学

す。2017 年は、経済学科の高安ゼミ

びます。少人数制のクラスセミナーは、

が、2 年続けて最優秀賞を受賞しました。

最初の友人関係をつくる場にもなります。

4 年間の集大成を発表

全学学生対象の獨協大学主催論文コンテスト

「卒業論文ポスターセッション」
の開催

何も行動を起こさなかったら、自分の中の引

チームで段ボールを使っ

NEWS

可能性を信じて道を切り拓く

れる学生時代だからこそ、自分の可能性を信
じて、道を切り拓いて欲しいと願っています。

卒業後の進路
取得可能な資格免許

2017 年度 卒業生の業種別就職状況

■ 中学校教員免許（社会）
（申請中）

■ 司書

■ 高等学校教員免許（地理歴史、公民）
（申請中）

■ 司書教諭

公務員・教員4.4%
サービス業他
19.6%

学生懸賞論文で最優秀賞受賞
2017 年度 主な就職先（一部抜粋）

経済学部では、学びの集大成として卒業論文を書いて卒業する

2017 年 4 月1 日の「松原団地駅」から「獨協大学前〈草加松

ことをコンセプトとして掲げています。その卒業論文の披露と知的交

原〉駅」への駅名変更をテーマに掲げて、松澤知也さん（経済学

三井ホーム

流の場として、経済学部生を対象とし

科 4 年）を代表者とする3 名の共著論

東京瓦斯

KDDI

た「卒業論文ポスターセッション」を開

文が最優秀賞を受賞しました。インタ

日本通運

日通商事

催。多くの先生方と学生が参加し、質

ビューと意識調査にもとづいて、大学に

疑応答や意見交換で盛り上がりました。

さらなる地域交流を求めた意欲作です。

大和ハウス工業

伊藤園

ソフトバンク
米久

赤城乳業

東日本電信電話

イオンリテール

日本生命保険

明治安田生命保険

日本年金機構

市区町村職員

日本発條
ヤフー

りそな銀行

スタンレー電気
東京地下鉄

みずほ証券

野村證券

ザ・リッツ・カールトン・ホテル・カンパニー L.L.C.

警察官

消防官

富士通

東日本旅客鉄道
金融・保険業
19.6%

建設・不動産業7.6％
製造業13.6%

放送・通信・
情報サービス業
13.2%
運輸業4.4%
卸・小売業17.6%
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