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●スポーツ理論Ⅰ・Ⅱ
●スポーツ実習Ⅰ～Ⅳ

●数学入門Ⅰ・Ⅱ　　●情報数学Ⅰ・Ⅱ
●物理学入門Ⅰ・Ⅱ　●生活の化学Ⅰ・Ⅱ
●地球科学Ⅰ・Ⅱ　　●環境地理Ⅰ・Ⅱ
●生命科学Ⅰ・Ⅱ　　●自然科学概論Ⅰ・Ⅱ
●環境の科学Ⅰ・Ⅱ

●法学（日本国憲法2単位を含む。）
●社会学Ⅰ・Ⅱ　●政治学
●国際関係論　●地理学概論
●人権問題論　●同和問題論

●西南学院史　●哲学　●倫理学
●論理学　●日本史学　●東洋史学
●西洋史学　●美術史　●日本文学
●西洋文学A・B　●中国文学
●音楽史　●心理学Ⅰ・Ⅱ

※◎印は必修、△印は選択必修

●英語
●フランス語
●ドイツ語
●中国語
●韓国語
●イタリア語など

理論経済学

経済史

経済政策

国際経済

財政学・金融論

統計学

社会政策

演  習

外国語

実  習

国際経済

商  学

経営学・会計学

法  学

情報処理

社会福祉

●経済数学Ⅰ△
●マクロ経済学Ⅰ△
●政治経済学
●ミクロ経済学Ⅰ△

●経済数学Ⅱ　●マクロ経済学Ⅱ△
●経済思想史△　●計量経済学Ⅰ△
●ミクロ経済学Ⅱ△　●国際経済学△
●環境経済学　●労働経済学

●演習Ⅰ◎
●発展研究Ａ・Ｂ△

●公的扶助論

●世界と日本の経済△

●基礎統計学△

●基礎演習Ⅰ◎

●経済英語Ⅰ△
●経済英語表現Ⅰ△

●簿記原理Ⅰ・Ⅱ

●民法Ａ

●情報活用基礎　●情報処理応用ⅠＡ～ⅠＥ
●情報処理応用Ⅱ・Ⅲ

●社会福祉原論Ⅰ・Ⅱ　●人権と福祉
●生命倫理学　●ボランティア活動論

●経済政策Ⅰ△
●経済地理△

●世界経済論

●統計学総論△

●社会政策

●基礎演習Ⅱ△

●経済英語Ⅱ　●時事英語Ⅰ△
●経済英語表現Ⅱ　●時事中国語Ⅰ
●韓国語会話

●マクロ経済学実習
●ミクロ経済学実習
●経済情報処理実習
●商業簿記実習　●工業簿記実習

●資源経済論　　●アメリカ経済史
●中国経済論　　●アメリカ経済論
●東南アジア経済論  ●中東経済論

●民法Ｂ　●政治学原論
●国際政治学

●商学入門
●流通総論

●経営学入門　●経営情報学入門
●日本経営史　●会計学原理Ⅰ・Ⅱ
●簿記原理Ⅲ・Ⅳ　●原価会計論Ⅰ・Ⅱ
●会計監査論Ⅰ・Ⅱ

●タナトロジー（死生学）
●ジェンダー論Ａ・Ｂ

●演習Ⅱ△
●卒業論文△

●計量経済学Ⅱ　●法と経済学

●日本経済史△　●西洋経済史△

●経済政策Ⅱ△　●環境政策△　●労働政策△　●産業組織論△　
●日本経済論　●地域開発論　●公共政策　●国際経済政策

●比較経済体制論

●財政学総論△　●地方財政論　●金融論△　●証券投資論△

●経済統計論

●社会保障論△　●医療経済学△　●社会思想史

●経済英語Ⅲ　●時事英語Ⅱ　●経済英語表現Ⅲ

●経済英語実習

●発展途上国経済論　●国際経済開発論　●国際金融論　
●海外直接投資論　●韓国経済論　●ヨーロッパ経済論　●時事中国語Ⅱ

●銀行論　●金融政策論　●証券論　●証券市場論　
●保険総論　●保険各論

●経営管理論　●経営組織論　
●マーケティング論　●マーケティング戦略論

●憲法　●行政法　●商法Ａ・Ｂ　●労働法　●経済法　●国際法

キリスト教学 人文科学 社会科学 自然科学 スポーツ科学 外国語
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76ページ02Zoom in!

●キリスト教学Ⅰ・Ⅱ◎
●キリスト教人間学A・B

統計データを用いた経済分析
経済学の事例研究全般
福祉国家の経済・福祉・環境問題
経済学の理想と経済政策論上の課題
ゲーム理論の社会経済問題への応用
ビジネス・エコノミクス
福岡県経済の歴史
メカニズムデザイン入門

教員プロフィール

カリキュラム

理論経済学には、「ミクロ経済学」と「マクロ経済学」という2つの基
礎理論があります。この2つの理論をベースとして、産業・労働・金融・
財政・環境・貿易・資源・開発・貧困・医療・社会保障といった、様々な分
野における経済現象を分析していきます。実習では、2つの理論を自
家薬籠中のものとすることを目標に、経済問題を解いて、知識と解
法テクニックを体得します。実際に手を動かすことで、講義で習った
内容について理解を深め、さらに応用できる能力が養われます。経
済問題には、資格試験や就職試験で出題されたものも含まれますの
で、資格対策・就職対策の一助にもなるでしょう。実習は少人数で行
われ、志の高い受講者が互いに切磋琢磨しながら、学習に励んでい
ます。

経済のさまざまな動きを論理的に理解し、問題点の対処法を検討できる力を養
成するようにカリキュラムが構成されています。「理論・政策コース」、「実証・政策
コース」、「経済史コース」の３つが用意されています。

論理的思考力と
問題対処能力を向上させるカリキュラム

［ 経済思想史 ］ ［ 労働経済学 ］
福祉国家の再建をテーマに、我々の生活を成り立たせる経済思想を解説していま
す。受講者の声も反映させ、普段は意識しない経済思想の諸概念（功利主義、自
由主義、平等、効率、企業家の役割、国際競争と福祉）について思考を深めます。

人はなぜ働くのか、という問いから始まって、アルバイトの労働時間や賃金はどのように決まる
のか、大学に進学する人が増えているのはなぜか、就職の仕組みはどうなっているのか、など、
労働を中心とした身近な経済問題を理解するために必要な考え方や知識を学ぶ学問です。

マクロ経済学実習
ミクロ経済学実習

西洋経済史
九州経済を学ぶ
地域経済を座学と実践で学ぶ
アベノミクスの経済分析と
消費増税後の財政・経済
行動経済学とその応用
－人間性の経済学
金融理論の基礎：
資産価格と無裁定原理
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※主なゼミテーマは、2016年度開講のものを記載

主なゼミテーマ

江里口　拓　教授
イギリス経済政策思想史

花田　洋一郎　教授
フランス中・近世都市財政史の研究

小出　秀雄　教授
環境問題の経済学的研究

マイケル ミュー　教授
英会話、時事英語教育に関する研究

仲澤　幸壽　教授
不確実性下の意思決定理論

相模　裕一　教授
金融市場の理論的分析

瀧井　貞行　教授
多国籍企業が受入国経済にもたらす影響についての分析

中馬　正博　教授
日本経済の計量経済学的分析

Division of Economics
経済学部 経 済 学 科

P O I N T
カリキュラムの

［本学科の注目科目をご紹介］

T OP IC S
学 科 の 学 び

小川  典子さん
2010年
経済学部経済学科卒業
（福岡県・明善高等学校出身）

Zoom in!
近藤　春生　教授
地方財政の理論的・実証的研究

加藤　浩　准教授
耐久消費財産業のミクロ経済分析

山村　英司　教授
経済地理、地域開発、経済発展論

崔　宗煥　准教授
経済政策、韓国経済のマクロ経済分析

吉岡　愼一　教授
社会保障の経済分析

平井　秀明　准教授
ミクロ経済学、ゲーム理論

市東　亘　准教授
マクロ経済理論の研究

前田　廉孝　准教授
経済政策史、市場史、経営史

Zoom in! 02 Zoom in! 03

　家族に銀行員がいた影響で、高校時代から金融関係に興味があり、経済学科を
志望しました。印象に残っているのは、「労働経済学」の学びを深めたゼミです。
経済の視点を軸に日本と世界の労働環境を比較し、その違いを分析したり、考察
したり、学友たちと意見を戦わせたりしながら、幅広い視野や論理的な思考力を
養えました。現在は、金融公務室という部署で傷害保険や自動車保険、火災保険
といった保険商品の営業を担当しています。日々、保険代理店の方や金融機関や
病院、学校などの保険担当の方とやり取りする中で、数々の授業で学んだ経済や
金融、政策に関する体系的な知識が役立っています。さらに、学科で身に付けた教
養や経済の動向を理解する力がお客様との信頼関係づくりに生かされていると実
感しています。

金融、保険、卸・小売、製造関係業種への就職が多く、その他にも、製薬・放送・自動車
ディーラー・農協・通信・新聞・運輸・出版など、卒業生は幅広い分野で活躍していま
す。他方で、公務員、教員、税理士、公認会計士を目指す学生も多く、大学の授業と並行
して資格取得のための受験勉強に日々励んでいます。

卒業後の進路

学生生活について

　大学は高校よりも人脈を広げやすい環境があります。明るくてエネルギッシュな
学生が多いので、積極的に交流し、友だちの輪を広げてほしいと思います。助け合え
る仲間と切磋琢磨しながら楽しく学べると、素直な心で目標に向かって努力できま
す。さまざまなことに興味を持って行動し、悔いのない大学生活を送ってください。

後輩へのアドバイス

経済の体系的知識や
実際的な動向を
理解する力がお客様との
信頼関係づくりの糧に。

OB & OG’s Message 東京海上日動火災保険株式会社　勤務

伊佐　勝秀　教授
日本企業の生産管理システム

076 077Seinan Gakuin University
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