教員名

大竹 伸郎

准教授

ゼミナールテーマ
ゼミナール紹介

高畑 純一郎

経済地理学（エコツーリズムと地域振興）
グリーンツーリズムやエコツーリズ
ムの学習を通して、持続可能な観光
や産業のあり方を考えます。

ミクロ経済学と社会・経済問題
ミクロ経 済 学のテキストを読み、
個人や企業の行動パターンや望まし
い社会のあり方を学びます。

大床 太郎 准教授

樋田 勉 教授

木原 隆司 教授

国際公共政策論、国際開発論、開発
援助、紛争と経済、東アジアの高齢
化・社会保障・金融構造に関する研究
国際公共政策と開発協力（開発経済
学の基礎と開発途上国の実態）
開発途上国や開発援助政策に関
する理論と実態を学び、国際公共政
策のあり方について検討します。

※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。

中村 健治

米山 昌幸

教授

持続可能な開発と国際貿易に関する研究

気象学、環境学、衛星による地球環
境のリモートセンシング

データで読む自然環境
インターネットを活用し資料を読み、
人間と自然の共存の方法について調
査し、議論します。

環境政策の制度設計とその評価

経済経営のためのデータ分析
統計データを分析して意思決定に
役立てる方法と統計リテラシーの修
得をめざします。

グローカルな視点で環境と経済を考える
地球規模のグローバルな課題につ
いて、国家と地域の両方の視点から
とらえ解決策を考えます。

童 適平 教授

グローバル社会における持続可能な開発
持続可能な社会を創るために、社
会と連携しながらプロジェクトを通し
て課題解決に取り組みます。

犬井 正 教授

浜本 光紹 教授

経済統計学、統計調査論

教授

藤山 英樹 教授

金融制度と金融政策に関する研究

協力とネットワークの経済分析

金融制度と国際感覚
金融政策、金融商品、金融市場
について学びつつ、ビジネスの世界
を生き抜く国際感覚を養います。

ゲーム理論と社会ネットワーク
テキストをもとにゲーム理論の基礎
を学び、社会状況や課題を統計的に
分析していきます。

日本および西欧の農村地域を対象とし
た農業・農村の地理学的研究、マン
グローブ地域の持続的発展システム

中西 貴行 准教授

英語教育学、多読の活用・効果検証

国際社会で通用する
知識と行動力を
蓄えるための 4 年間
礒部 真由子

4年

日本通運株式会社 航空事業支店 内定
千葉県立成田国際高等学校出身

濱 健夫 特任教授

水圏生態学、生態系環境学、物質
循環環境学

語学力プラスαを叶える環境

では、都市建設に携わる人材が不足してい

り仕切る学生スタッフを 4 年間続けたことが

る状態にあり、日本からも人材育成の援助

私にチームで動く力と自信をつけてくれました。

が行われています。私たちのゼミは、そうし

4 年間はあっという間です。大学に進学し

やく2 期生です。最初は得意の英語の力を

た教育支援の現場を訪れ、現地の抱えてい

たら目標を見つけ、何事にも全力で取り組み、

伸ばすため、外国語学部への進学を考えて

る課題や教育のあり方について調査すること

国際社会で活躍できる力を養ってください。

いました。しかし、私が高校 3 年生のときに

ができました。

国際環境経済学科は、私たちの代でよう

卒業論文（一部抜粋）
■ ウミガメと地球温暖化
■ 国際物流の活発化に伴う危険な外来生物の増加に対する対策

■ パキスタンにおける女子教育の現状と課題
〜マララ・ユスフザイが描く未来とは〜

■ 日本のエネルギー自給率向上への挑戦

■ ミャンマーの民主化と民族問題

■ 市川市における梨栽培農家の現状と課題
■ 群馬県嬬恋村における高冷地農業を利用した地域
経済振興の取り組みと現状

■ ゼロエネルギーハウスの環境への貢献
■ 途上国における衛生設備の改善がもたらす経済効果
■ フィリピンのスラム街における教育問題と貧困の

―ロヒンギャ問題を解決するには―
■ 児童労働の実態と撤廃に向けての取り組み
■ 日本でフェアトレードを普及させるための戦略

■「食」絶対的安全の確保は可能であるのか
■ 日本の有機農業の可能性
■ 無電柱化による防災力と都市景観の向上

サイクル―ダバオ市 Agdao 集落を例にして―

国際環境
経済学科での
4年間

国際環境経 済 学 科

公共経済学

環境と生活の質に関する社会調査
環境と生活の質に関連したアンケー
トを作 成し、 調 査・回答 結 果の整
理・分析・報告まで行います。

教員の専門や研究テーマ

准教授

地理学から考える持続可能な生き方

環境・生活の質に関する公共政策の経済評価

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

―歴史、分類、市場の視点から―

この国際環境経済学科が開設されたのです。

将来の目標は、アジア市場の開拓

オープンキャンパスに何度も足を運び、先生
や先輩方の話を伺ううちに、英語力を伸ば
したい、加えてさらに多くのことを学びたいと

卒業後は、日本通運の国際貨物を取り扱

思うようになり、国際環境経済学科の門を

う航空事業支店に就職します。現在、物流

叩きました。

のニーズはアジアに集中しており、ゼミで学
んだ知識を活かして、新興国市場開拓など

経済学の学びを深めていく中で、アジア・

に貢献したいと考えています。

アフリカ諸国の経済発展と支援のあり方に興

NEWS

味を持ち、開発経済学を専門とする木原先

地域活性化に取り組む

大学全体で環境保全を考える

福島県「大学生の力を活用した集落復興支援事業」

獨協大学環境週間 “Earth Week Dokkyo”の開催

「獨協大学地域活性化プロジェクト」チームが福
2017 年度、

持続可能な地球社会の実現をめざして“Earth Week Dokkyo”

島県の「大学生の力を活用した集落復興支援事業」を受託し実

を開催。
「地球温暖化と省エネ対策」
「食と農の安全性」
「災害復

態調査を行いました。学生は住

興とボランティア」などテーマは多

民の生の声を聞き、自分たちに

岐にわたります。地球環境保全に

付託された熱い想いを感じなが

関する啓蒙活動を実施し、一人

ら、地域の課題を抽出し集落活

ひとりに何ができるかを考えて行

性化策をまとめました。

現地調査で有機栽培の
野菜農家をヒアリング

動に移すきっかけとなっています。

“Earth Week Dokkyo” 期間中のイベント
「エッグキャンドルナイト」

東南アジアで学ぶ

受験生と学科をつなぐ

海外ゼミ合宿「開発援助視察調査」

国際環境経済学科学生スタッフ“CLOVER”

木原ゼミは日本の ODA や国際機関の支援実態を調査するため、

国際環境経済学科の学生スタッフが毎年、新入生歓迎会、学

東南アジアでのゼミ合宿を実施。現地視察や、日本大使館や世

習相談会などのイベントを実施しています。オープンキャンパスでは

銀、ADB、JICA 等の援 助 関 係

在学生と話ができるブースがある

機関での聴取・質疑応答を通じ、

ので、学科を志望されている方、

学生の理解と検討を深めています。

経済学部の 3 学科で迷われてい

これまでにフィリピン、ベトナム、

る方、他学部と比較検討してい

ミャンマー、カンボジアで実施。

アンコールワットと記念撮影

る方はぜひお立ち寄りください。

それだけではありません。自ら行動する学生、

その研究の一環として、私たちのゼミでは獨

学びを深めたい学生に対して、学部学科を

協大学で初となる海外ゼミ合宿でミャンマー

越えてサポートしてくれる環境が整った大学

の人材開発プロジェクトに参加したのです。

です。特に行動力に関しては、国内外で行っ
たゼミ活動をはじめ、オープンキャンパスを取

現在、急速に都市が発展するミャンマー

木原先生のゼミに所属し、ミャンマーに現地調査へ。
その他アメリカへの短期留学も経験できたのは語学も
しっかり学べる環境があったからです。

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（公民）
（申請中）

■ 司書教諭

公務員・教員1.9%
サービス業他
15.5%

2017 年度 主な就職先（一部抜粋）
積水ハウス

伊藤ハム

東日本旅客鉄道
オープンキャンパスでの
「国際環境経済学科の広場」

良品計画

日本航空

大塚商会

SMBC 日興証券

凸版印刷

理想科学工業

日本通運

フォーバル

大和証券

JTB コーポレートセールス
経済学部では 3 学科共通で「経済学部プレゼンテーションコンテスト」
「クラスセミナー」
「卒業論文ポスターセッション」を実施しています。くわしくは P.64 へ
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獨協大学は語学教育で知られていますが、

生のゼミナールに所属することを決めました。

東京地下鉄

ANA 成田エアポートサービス

ロフト

群馬銀行

明治安田生命保険

市区町村職員

西日本鉄道
千葉銀行

金融・保険業
13.6%

栃木銀行

製造業12.6%
放送・通信・
情報サービス業
11.7%

運輸業12.6%

日本空港ビルデング

高等学校教員

建設・不動産業3.9％

卸・小売業28.2%
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