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経済学院長 平本 健太
HIRAMOTO　Kenta

志高く、 経済を学ぶ
わたしがまだ駆け出しの研究者だった頃、
とある英文学の教授に “Man is social 
being.” という文を日本語に訳してみよ、と
問われたことがあります。当時のわたし
は、深く考えずに「人は社会的存在であ
る」と答えました。すると「大学受験レベル
ならばそれでも正解だけれど、社会科学
の研究者としては不合格だ」と切り捨てら
れました。では、どう訳すのか。教授は笑
い宣いました。「人はひとりでは生きられな
い」。なるほど、social being を社会的存
在と直訳したところで本質的な理解には
なっていません。人間社会は自分と他人と
の相互作用においてはじめて成立するの
であって、人は決してひとりで生きているわ
けではないのです。

経済という言葉は、「世を經め、民を濟う」
という意味の熟語である經世濟民を略し
たものです。ですから、経済は元来、経済
学の範囲だけにはとどまらず「世の中（社
会全体）をよくして人 を々幸せにすること」
をあらわす概念です。経済学研究院・経
済学院では経済学、経営学、会計学、統
計学をはじめとする非常に幅広い領域を
扱いますが、それはまさに、社会全体をよ
くして人々を幸せにするための学問群で
す。

われわれが生きる社会は、とりわけこの数
十年でとても複雑になりました。社会の複
雑化にともない、社会をよくするための学
問も高度化・細分化し、それら学問を研
究・教育するわれわれの大学院も、時代の
要請に応える形で変わってきました。2000
（平成12）年の大学院重点化によって研
究主導型大学院としての体制が確立し、
2005年には「会計情報専攻」、いわゆる
会計専門職大学院（アカウンティング・ス
クール）が新設されました。また、法学部を

中心に設立された公共政策大学院に工
学部と共に参画しています。さらに2011年
には、「地域経済経営ネットワーク研究セ
ンター」を設立し、regional/ localの両面
から地域の経済や経営を研究するととも
に、グローカルな視点での地域社会への
貢献を支援する体制を強化してきました。

2017（平成29）年度には、従来の経済学
研究科を、教員が所属し研究を行う経済
学研究院と大学院教育を行う経済学院と
に改組しました。この結果、経済学研究院
に所属する教員が経済学院以外の他大
学院での教育にも携われるようになり、学
生や社会のニーズの多様化により的確に
応えることが可能になりました。この改組
にともない、同年より農学研究院を主体に
設立された国際食資源学院にも参画して
います。近い将来には、他の学院への参
画も予定しています。

複雑で移ろいやすい社会だからこそ、そ
の本質を理解するための学問的知見が
ますます重要になっています。この社会を
よくし人 を々幸せにするための学問を身に
つけたい、そうした学問のいっそうの進歩
発展ために貢献したいという高い志をも
つ人々が、経済学研究院・経済学院に集
うことを大いに期待しています。

おさ すく

のたま

学院長のメッセージ
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知の最前線へ

多彩なメンバーが切り拓く
知のフロンティア
豊かなバックグラウンドを持つ

多様な人材が集う北のフロンティアで、
知的ブレークスルーと人的ネットワークの構築を実現します。1

在籍する大学院生は、ビジネスパーソン、公務員、本学

経済学部出身者、本学他学部出身者、他大学出身

者、外国人留学生など、多様で幅広いバックグラウンド

を持っています。大学院での経験を実務に活かそうと

する人や、研究者を志す人など、入学の目的もさまざま

です。

関心や背景が少しずつ異なる大学院生どうしが、講

義や演習はもちろん、オフタイムやインフォーマルな場

面でも積極的に相互作用することは、自らの経験や知

識を捉え直すための非常に刺激的な体験です。同時

にこの体験は、大学院修了後も長期的に持続し発展

する貴重な人的ネットワークの構築を促すでしょう。

経済学院では、バラエティに富んだ大学院生がひとつ

の「場」を共有しつつ講義、演習、ワークショップを受講

しています。こうした多様性は、自分ひとりでは得ること

のできない視点や複眼思考を獲得し、〈知的ブレーク

スルー〉を実現するための重要な役割を担っているの

です。

学院
の特色

学院の特色

VISION   ACTION&
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知的スキルの涵養を促進する
インタラクティブな複合教育

大学院で学ぶ目的は、「テクニカル」「ヒューマン」「コン

セプチュアル」の3側面からなる「知的スキル」の向上

を実現することに他なりません。

経済学院の教育システム（講義・演習・ワークショップ）

は、これら3側面をバランス良く強化し知的スキルの涵

養を可能とします。講義では、知識や論理構成力の獲

得を通してテクニカル・スキルの獲得・強化が可能で

す。同時に、講義課題達成のための共同作業や、課題

報告のプレゼンテーションを通じて、自らの思考を分か

りやすくかつ説得的に伝達するための「ヒューマン・ス

キル」の向上が図られるでしょう。

演習やワークショップでは、修士論文や研究成果

報告書の執筆のための指導が中心となりま

す。少人数で行われる演習では、指導教

員や他の大学院との濃密な学問的

交流を通じて、また、修士論文

や研究成果報告書の

作成プロセスを通じて、大きな構想力やコンセプト・メイ

キングの力、すなわち「コンセプチュアル・スキル」を身に

つけて下さい。

少人数単位で展開される講義・演習・ワークショップの複合的教育を通して、
メンバー間の実践的インタラクションを促進し、多面的な能力の涵養を図ります。

【知的スキルの構成要素】

指導教員

大学院生

従
来
の
マ
ン・ツ
ー・マ
ン
方
式

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
複
数
指
導
体
制

複数の教員 学外の
研究者

複数の大学院生

方法論 文献 アイデア 事例
フィールド

ロジック

学院
の特色

大学院生がひとりの指導教員に師事して「教え
を〈乞う〉」というのが、これまで大学院での伝統
的な研究指導スタイルでした。この「マン・ツー・
マン」方式では、どうしても視野や考え方が狭く
なりがちですし、指導教員の研究テーマや研究
スタイルに縛られてしまう恐れもあるでしょう。
もっと幅広い視野を持ち、より優れた研究能力
を備えた人材を育成するため、わたしたちは、
「ワークショップ」方式による研究指導を行って
います。
複数の教員と複数の大学院生が一堂に会する
「知の実践の場」、それがワークショップです。本
学の教員・大学院生はもちろん、全国・海外の研
究機関から一流の研究者を講師として招聘する
ことも少なくありません。学内外の研究者集団
との議論に参加すれば、研究対象や所属専攻の
違いを超え、研究創造の最前線を共有すること
ができます。専門領域や学問的関心が異なる教
員集団から、多面的かつ積極的な学問的刺激を

受けることができるのがワークショップの魅力
です。
また、自身の研究に関するプレゼンテーション
（研究進捗報告）を行えば、ある教員からは方法
論を、別の教員からはロジックの立て方を、さら
に別の教員からは適切な事例やフィールドを、

というように多くの有意義なコメントやアドバイ
スが得られます。さらに、他の院生の研究に接
し、良い意味での「ピア・プレッシャー（peer
pressure）」にさらされることは、自らの研究
のクオリティや生産性を一層高めることにも貢
献するはずです。

Workshopという場

コンセプチュアル
スキル

テクニカル
スキル

ヒューマン
スキル

●構想力
●コンセプト・メイキング

●プレゼンテーション
●コミュニケーション

●論理構成力
●専門知識

2
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都市機能と豊かな自然が融合した
基幹総合大学

経済学院は、JR札幌駅から徒歩8分。
全国でも例を見ない好立地に、

研究・ビジネス・行政の融合の拠点として
21の研究科、学院を擁する

緑豊かなキャンパスが広がっています。

総合大学
経済学・経営学に関する専門的な研究活動に

とどまらず、学問分野・地域・国籍にとらわれない

幅広い知的活動を行うことが可能です。北海

道大学には、日本の基幹総合大学として最も多

い12の学部、21の大学院があり、ほとんどすべ

ての学問領域をカバーしています。しかも、これ

らの大部分が1つのキャンパスに集まっており、

法学・文学・教育学等の文系研究科・学院だけ

でなく、医学・工学・情報科学・理学・農学等の理

系研究科・学院で展開されている隣接科目も履

修することができます。このように、本学院では

総合大学ならではの学際的なネットワークを活

用することによって、幅広い視野を持った学生

を育成する環境があります。

3
学院
の特色
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施　設
本学院は、冷暖房設備、ネットワーク

環境の整った大学院生研究室、情報

処理室、図書室、印刷室、個人ロッ

カー、院生ラウンジを備えています。ま

た、講義棟は、マルチメディア対応の

演習・講義室とワークステーションラウ

ンジを設置しています。キャンパスに

は、全国有数の規模を誇る附属図書

館本館・北図書館と部局図書室16、

食堂10余、書店2、学生寮2、北大病

院、保健センター、スポーツトレーニン

グセンター、総合博物館などがあり、ア

クティブな知的探求と研究生活をサ

ポートします。東京・丸の内に開設さ

れた「北海道大学東京オフィス」で

は、インターネット接続やミーティングも

行うことができ、ますます機動性が高

まりました。

立　地
北海道大学のキャンパスは、190万都

市札幌の駅前という都心に、北海道

の大自然をそのまま残す緑豊かな空

間となって広がっています。木 と々芝

生の間を奔る清流やクラーク像が立

つ横に、本学院はあります。しかし、一

歩キャンパスの外に出ると、道庁・官

庁、企業本支社、百貨店・ホテルと、眠

ることのないアクティブな都市空間が

広がっており、JR札幌駅に最も近い

大学院であることが実感できます。行

政・ビジネス・消費のダイナミズムを前

に、豊かな自然と歴史の中で研究に

いそしむ、そんな環境に経済学院は

あるのです。
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学院の構成
【専攻と教育課程】

研 究 ・ 実 務 の 最 前 線

現 代 経 済 経 営 専 攻 会 計 情 報 専 攻

大学院経済学院

専門職学位課程

アカウンティングスクール

会計修士
（専門職）

修士課程 博士後期課程修士課程

博　士
（経済学）（経営学）修　士

（経済学）（経営学）

博士コース 専修コース

現
代
経
済
経
営
専
攻

会
計
情
報
専
攻

修士課程  博士コース

●研究論文としての学問的な独自性と発展性が期待されます。博士後期課程進学の際は審査対象にもなります。
●成果は公開の修士論文発表会で報告します。

◆経済・経営分野の深い学識・幅広い視野、そして豊かな創造的能力を有する研究者を育成するためのコースです。
◆各自の研究テーマに基づき、修士論文を執筆します。

修士論文

修士課程  専修コース

●専門的知識の理解や応用、文献資料分析、フィールド調査など、専修コースで磨いた知的スキルを文章に表し
たものです。
●公開の発表会に参加して、多くの人に成果を発表することもできます。

◆経済・経営分野の広範な知識と、実践的問題解決能力を有する高度専門職業人の養成するためのコースです。専修コースには、経済政策
コースと経営管理（MBA）コースの2つがあります。
◆修士論文の執筆より自由度の大きい「研究成果報告書（リサーチペーパー）」を執筆します。
◆修了者は、官公庁や企業・NPO等における管理者やスペシャリスト、独立起業家等としての活躍が期待されています。

研究成果報告書
（リサーチペーパー）

博士後期課程

●学術雑誌に掲載された論文（原則として審査を経たもの）に、研究動向や研究史の整理紹介、
調査報告、基礎資料等を付加して一つにまとめ再構成したものを標準とします。

●執筆に際して公開研究発表を行い、様々な助言を受けることができます。

◆自立した研究者として独創的な研究を進めることができ、高等教育機関において研究教育を行える
高度な能力を有する人材（研究者等）を育成するための課程です。

◆博士論文の執筆が主なタスクですので、修士課程のようなコースワークは課しません。
◆演習と特別研究（ワークショップ）において綿密な研究指導を受けることができます。

博士論文

専門職学位課程（アカウンティングスクール）
◆これからの社会で求められる高度な専門性と幅広い視野、そして社会的責任感と倫理観を備えた会計専門職を養成するための課程です。
◆学生と教員の対話を重視し、実務能力と問題解決能力を高めることに主眼を置きます。
◆修士論文は課しません。会計とIT・経営情報分野を中心に48単位以上の修得が修了要件です。
◆修了者は、公認会計士はもちろん、最先端のビジネスパーソンあるいは国税専門官などとして活躍することが期待されています。
＊アカウンティングスクールに関する詳細は、別誌『北海道大学アカウンティングスクール』をご覧ください。

北海道大学大学院経済学院は、グローバル化と情報化により急激に多様化した現在の経済・経営現象を、幅広く研究教
育の対象としています。経済学・経営学の普遍的な研究教育はもとより、時代の要請に応えるさまざまな領域の研究教育
が、現代経済経営専攻と会計情報専攻の2つの専攻で展開されています。
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現
代
経
済
経
営
専
攻

経済分析講座

【担当科目】 応用計量経済学特論
【最終学歴】 大阪大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本経済学会、日本統計学会

教　授

高木  真吾
TAKAGI　Shingo

専門分野と
現在の研究 応用計量経済学、パネルデータを利用した非線形モデルの推定。

主要業績
“Retail power market competition with endogenous entry decision—
An auction data analysis,” Journal of the Japanese and International 
Economies，26,2012（共著），「経済学の成績に対する数学学習の効果：コ
ントロール関数アプローチによる推定と予備検定」 『統計数理』 59, 2011
（共著）.

自己PR
データ分析の方法と実践を追求していくことが目標です。社会・経済活動の
結果として記録されるデータから、自分の考えた方法や工夫によって、より確
かで新しい証拠を探しています。

大学院受験者への
メッセージ

大学院にいる間の生活は、講義のレポート・宿題および論文作成・研究報
告、さらには就職・進学の準備などのため、常に時間に追いかけられる日々が
続きますが、その大変さが今後のキャリアの糧になります。「入院」生活を楽
しんでください。

Division of M
odern Econom

ics and M
anagem

ent 
データで探るエビデンス

教 員 紹 介
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専門分野と
現在の研究 計量経済学。

主要業績
Hasegawa, H. “Analyzing tourists’ 
satisfaction: A multivariate ordered probit 
approach,” Tourism Management, 31(1), 
86-97, 2010.

自己PR
ベイズ統計学を用いた実証分析を行ってい
ます。

大学院受験者への
メッセージ

将来を見据え、目的をもって大学院に入学
することが、充実した大学院生活につなが
ります。

＊公共政策大学院専任教員。ただし、経済学院の講義も開講する。

経済分析講座

【担当科目】 計量経済学特論
【最終学歴】 神戸大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本経済学会、日本統計学会

教　授

長谷川  光
HASEGAWA　Hikaru

経済分析講座

【担当科目】 数理統計学特論
【最終学歴】 北海道大学大学院工学研究科
【所属学会】 日本統計学会、日本数学会、

Institute  of  Mathematical  Statistics

教　授

鈴川  晶夫 *
SUZUKAWA　Akio

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

経済分析講座

【担当科目】 経済時系列分析特論
【最終学歴】 大阪大学大学院基礎工学研究科
【所属学会】 日本統計学会、日本数学会、

Institute of Mathematical Statistics

教　授

柿沢  佳秀
KAKIZAWA　Yoshihide

生存時間解析、多変量解析。

“Semiparametric estimation based on 
parametric modeling of the 
cause-specific hazard ratios in competing 
risks,”Journal of Multivariate Analysis, 
Vol.87(1), 80-100, 2003.

生存時間や継続時間など、時間に関する多次
元データの分析法について研究しています。

難しい研究課題に挑戦して下さい。

数理統計学、特に、ノンパラメトリックな関数
推定。
“Asymptotic Theory of Statistical Inference 
for Time Series” （共著）, Springer, New York, 
2000. Third-order local power properties of 
tests for a composite hypothesis, II, Journal 
of Multivariate Analysis,140(1), 2015.
何事にもハマってしまえばとことん追求してし
まうかなりの凝り性。短期集中というより継続
を重視。酒も長期戦だが最近は無理っぽい。
時代に流されることなく自分の継続できる分
野を選ぶこと。

専門分野と
現在の研究

都市経済学、地域経済学、国際貿易論、
農業経済学。

主要業績
“Balancing skilled with unskilled 
migration in an urbanizing agricultural 
economy.” World Development, 66, 
2015. “Firm heterogeneity, multiplant 
choice, and agglomeration.” Journal of 
Regional Science, 55, 2015.

自己PR
学生時代に南米を旅行したことが研究を始
めるきっかけとなりました。

大学院受験者への
メッセージ

様々な分野に興味を持ち、常に新しいこと
に挑戦してください。

経済分析講座

【担当科目】 都市経済学特論
【最終学歴】 オレゴン州立大学大学院
【所属学会】 応用地域学会、日本農業経済学会、Agricultural

and Applied Economics Association

准教授

齋藤  久光
SAITO　Hisamitsu



11 GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS

社会経済・歴史分析講座

【担当科目】 西洋経済史特論
【最終学歴】 国立パリ社会科学高等研究院
【所属学会】 社会経済史学会、経営史学会、

European Business History Society

准教授

髙井  哲彦
TAKAI　Tetsuhiko

西洋経済史・経営史・社会史。仏建設業や
談合の国際比較。

「フェルナン・ブローデルと全体史」『世界経
済の歴史』名古屋大学出版会, 2010. 
「国際化と新しいフランス・ビジネス」『外国
経済史の基礎知識』有斐閣,2005.

過去と現代、先進国と旧植民地の仏語圏
経済に関心があります。

海外調査・留学研究を歓迎!

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

専門分野と
現在の研究 経済思想、政治哲学、社会理論。

主要業績 『帝国の条件　自由を育む秩序の原理』弘
文堂、2007.4. 『自由に生きるとはどういう
ことか　戦後日本社会論』（ちくま新書）筑
摩書房、2007.11.

自己PR
主として、社会科学方法論の基礎、自由主
義の思想、オーストリア学派の経済学につ
いて研究していますが、これからは広く経済
社会学の研究を目指しています。

大学院受験者への
メッセージ

受験前に、いろいろな先生や知り合いの方か
ら、具体的なアドバイスを受けておきましょう。

社会経済・歴史分析講座

【担当科目】 現代経済思想特論
【最終学歴】 東京大学大学院総合文化研究科
【所属学会】 経済学史学会、日本社会学会、法哲学会

教　授

橋本　努
HASHIMOTO　Tsutomu

社会経済・歴史分析講座

【担当科目】 経済思想史特論
【最終学歴】 東北大学大学院経済学研究科
【所属学会】 経済学史学会、イギリス哲学会

教　授

佐々木  憲介
SASAKI　Kensuke

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

経済学史，経済思想。現在の研究テーマ
は、経済学方法論の歴史。

『イギリス歴史学派と経済学方法論争』北
海道大学出版会,2013.

学生の独創的な発想を尊重したいと思って
います。

学部時代に広い範囲の勉強をすることを勧
めます。

経済分析講座

【担当科目】 マクロ経済学特論
【最終学歴】 ペンシルベニア州立大学大学院

准教授

五十嵐  洋介
IGARASHI　Yosuke

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

マクロ経済学、資産価格理論、金融システム・
バンキング

“Distributional effects of hiring through 
networks,” Review of Economic Dynamics, 
2016.

理論と実証の両面に興味を持って研究してい
ます。

経済や計量の勉強は大学院でいくらでもやれ
るので、入学前の準備としては「集合・位相
論」の問題集を一冊やって基礎体力をつけて
おくことを勧めています。
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社会経済・歴史分析講座

【担当科目】 アジア経済史特論
【最終学歴】 東京大学大学院人文社会系研究科
【所属学会】 社会経済史学会、歴史学研究会、

アジア政経学会

准教授

松村  史穂
MATSUMURA　Shiho

社会経済・歴史分析講座

【担当科目】 地域経済史特論
【最終学歴】 東京大学大学院経済学研究科
【所属学会】 社会経済史学会､経営史学会､

政治経済学・経済史学会､金融学会､
同時代史学会

准教授

韓　載香
HAN　Jaehyang

日本経済史、日本近現代史。小売業や消
費に関わる歴史研究。

『日本型大衆消費社会への胎動―戦前期
日本の通信販売と月賦販売―』東京大学
出版会，2014.

人びとの生活から社会の変容を見通せるよ
うな歴史を描きたいと考えています。

ひとつひとつの資料やデータへ誠実に向き
合うなかから、既存の認識枠組みが突き崩
されるような経験をしてほしいと思います。

社会経済・歴史分析講座

【担当科目】 日本経済史特論
【最終学歴】 東京大学大学院人文社会系研究科
【所属学会】 史学会、社会経済史学会、経営史学会など

准教授

満薗　勇
MITSUZONO　Isamu

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

中国経済史。毛沢東時代の食糧政策。

「計画経済期中国における食糧配給制度の展開
過程」『社会経済史学』75(4)，3-26，2010．
「1960年代半ばの中国における食糧買い付け政
策と農工関係」『アジア経済』52(11)，2-26，2011．
飲むこと食べることが好きで、食糧の研究を始
めました。経済発展していく国で生じる食糧や
農工バランスの問題について研究しています。
アジアの歴史研究に必要とされる言語、そ
れは英語だけにとどまりません。史料を読み
こなすための階段をのぼっていく気概のあ
る方を、お待ちしています。

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

現代日本経済史､経営史。様々な地域に生きる民族マ
イノリティの企業活動やそれらが関わる代表的産業に
注目し､その基盤や特徴を歴史的に分析しています。
『「在日企業」の産業経済史－その社会的基盤と
ダイナミズム』名古屋大学出版会，2010.「自動
車工業」武田晴人編『高度成長期の日本経済-
高成長実現の条件は何か』有斐閣，2011.

「周辺的」なところを研究対象としています。
世渡りが下手で回り道をしましたが、知りたい
ことに真っ直ぐ向き合おうとしてきました。
学問の習得は一元的な目的だけではなく、
研究過程で自分の中の優れた感性の発見
をも意識することです。

経済政策講座

【担当科目】 公共経済学特論
【最終学歴】 ロチェスター大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本経済学会

教　授

板谷  淳一
ITAYA　Junichi

専門分野と
現在の研究

主要業績

公共経済学および経済成長論。

コア・テキスト公共経済学（ライブラリ経済
学コア・テキスト＆最先端）（共著），新世社，
2013. “Optimal Emission Tax with 
Endogenous Location Choice of 
Duopolistic Firms”（共著）, Environmental 
and Resource Economics, published 
online, 2015. “Implementing Partial Tax 
Harmonization in an Asymmetric Tax 
Competition Game with Repeated 
Interaction” （共著）, Canadian Journal of 
Economics,49(4),2016.11.
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経済政策講座

【担当科目】 国際政治経済学特論
【最終学歴】 ワシントン大学大学院
【所属学会】 日本経済学会、

American Economic 
Association

教　授

大野  由夏
OHNO　Yuka

経済政策講座

【担当科目】 国際経済学特論
【最終学歴】 名古屋大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本経済学会、日本国際経済学会、

日本地域学会

准教授

須賀  宣仁
SUGA　Nobuhito

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

専門は国際貿易論。 主な研究テーマは、
規模の経済および不完全競争下の国際
貿易についての理論的研究。
“A Monopolistic-Competition Model of 
International Trade with External 
Economies of Scale”，North American 
Journal of Economics and Finance，17(1)， 
pp．77-91，  2007．

研究者としての向上心を忘れないよう心が
けています。

入学前に一度大学院レベルのテキストに目
を通しておくことをお勧めします。

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

経済政策講座

【担当科目】 労働経済学特論
【最終学歴】 プリンストン大学大学院
【所属学会】 日本経済学会、

American Economic Association

教　授

安部  由起子
ABE　Yukiko

労働経済学、社会保障論。

Family labor supply, commuting time, 
and residential decisions: The case of 
the Tokyo Metropolitan Area, Journal of 
Housing Economics, 20, pp.49-63,  2011.
労働分野では労働供給・非正規労働者の
社会保険加入・最低賃金制度などについ
て実証研究を行っています。また、老人医
療費についても研究しています。

小さな進歩の積み重ねを成果につなげてく
ださい。

専門分野と
現在の研究

専門分野は国際貿易論と産業組織論です。国際貿易
論はミクロ経済学の応用分野なのですが、関税や法律
など、何らかの形で国境が存在する場合に様々な政策を
どの様にすればよいかを考える分野です。産業組織論は
企業の行動に注目した分野で、経済学の中では一番経
営学よりの分野です。現在研究題材としては、特許やブ
ランドなどの知的財産権や地理的表示に興味を持って
います。

主要業績 “Closing the Technology Gap under Protection”（共
著）, American Economic Review, 85, 1995.9. 
“Dumping as a signal of Innovation,”（共著）, 
Journal of International Economics, 71, 2007.3. 
“International Harmonization of the Patent-Issuing 
Rules”（共著）, International Journal of Industrial 
Organization, 39, 2015.3. 

自己PR
研究も教育も楽しくやることが大切だと考えています。 
肩に力を入れず楽しめる授業にしたいなと思っています。

大学院受験者への
メッセージ

国際化が進む中で、語学力と同時に論理的思考や様々
な変化に対応する力が必要になってきます。英語と数学
は将来何をするかに拘らず非常に重要ですので、しっか
り基礎力をつけてきて下さい。

There is no such thing as a free lunch.

経済政策講座

【担当科目】 産業組織論特論
【最終学歴】 ミネソタ大学大学院経済学研究科
【所属学会】 IAAE、Econometric Society

教　授

今井　晋
IMAI　Susumu

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

応用計量経済学、産業組織論、労働経済
学。現在の研究内容は産業組織論におけ
る需要関数の推定。
“Intertemporal Labor Supply and Human 
Capital Accumulation,”（共著）, International 
Economic Review, 45（2）, 2004.2. “Bayesian 
Estimation of Dynamic Discrete Choice 
Models,”（共著）, Econometrica, 77（6）, 2009.12.

象牙の塔にずっと引きこもってきました。

大学院教師としての私は、教えるふりをしな
がら、優秀な大学院生から多くのことを学ん
できました。
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専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

経済政策講座

【担当科目】 開発経済学特論
【最終学歴】 東京大学大学院総合文化研究科
【所属学会】 日本経済学会、比較経済体制学会、

アジア政経学会、日本中央アジア学会

准教授

樋渡  雅人 *
HIWATARI　Masato

経済政策講座（農学研究院）

【担当科目】 地域経済論特論
【最終学歴】 北海道大学大学院農学研究科
【所属学会】 日本農業経済学会、日本農業法学会等

准教授

東山　寛
HIGASHIYAMA　Kan

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

自由貿易推進体制下における土地利用型
農業の競争力強化と農業保護政策に関す
る研究。

近著に『北海道から農協改革を問う』
（2017年、共著）、『自由貿易下における
農業・農村の再生』（2016年、共著）等。

農学部の学生時代に、経済学部で勉強し
た経済史や経営学がとても有意義でした。

食料・農業・農村問題に興味のある方を心
から歓迎します。

専門分野と
現在の研究

主要業績

経済政策講座

【担当科目】 国際金融論特論
【最終学歴】 オハイオ州立大学経済学研究科
【所属学会】 American Economic Association

准教授

代田  豊一郎 *
SHIROTA　Toyoichirou

マクロ経済学、国際金融論。

“What is the Major Determinant of Cross-border 
Banking Flows,” Journal of International Money 
and Finance, 56 (c), 2015. “Measuring Potential 
Growth with an Estimated DSGE Model of 
Japan’s Economy,”（共著）, International Journal 
of Central Banking, 12 (1),  2016.

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

日本銀行での実務経験を生かした研究をし
ていきたいと思っています。

一緒に頑張りましょう。

途上国、移行国など、市場が未発達な地域
における慣習経済の機能や構造を理論
的、実証的に研究しています。
『慣習経済と市場・開発－ウズベキスタン
の共同体にみる機能と構造』東京大学出
版会, 2008.

中央アジアをフィールドとした研究を続けて
いますが、現地調査が好きです。昔から旅
好きでした。

大学院ではまずは専門を深めることになりま
すが、時には初心に返って、大きな目的意
識を思い出してください。

専門分野と
現在の研究

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

連携組織（国際食資源学院）

【担当科目】 ミクロ経済学特論、厚生経済学特論
【最終学歴】 ロチェスター大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本経済学会、国際経済学会

教　授

久保田  肇
KUBOTA　Hajime

数理経済学、一般均衡理論、最適成長論、国際貿易論。

ある著名な経済学者は“経済学者に騙されないために経
済学を学ぶべきだ”と述べています。日本では経済学の専
門家でない評論家やTVキャスターの経済書がよく読まれ
ていて、時には経済学の論理からは出てこない議論に基
づいて経済政策を勧めている事もあります。大学院でしっ
かりとした経済学の論理を身に付けてこのような議論の真
偽を自分自身で判断できるようになって下さい。

経済理論を芸術の域の美しさまで昇華させる事を目指し
て日夜研究に励んでいます。

＊公共政策大学院専任教員。ただし、経済学院の講義も開講する。
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専門分野と
現在の研究

経営戦略論。異なるセクターに属する主体
間の戦略的協働(multi sectoral 
collaboration)も関心領域です。

主要業績
『情報システムと競争優位』白桃書房,
2007. 『戦略的協働の本質－NPO，政
府，企業の価値創造』（共編著）有斐閣，
2011．

自己PR 明るく、楽しく、元気よく。

大学院受験者への
メッセージ

パッションをもってワクワクしながら研究をす
すめて下さい。

経営組織論が専攻です。経験学習および
組織学習を研究しています。

『経験からの学習：プロフェッショナルへの成
長プロセス』同文舘出版，2006.6. The Role 
of Internal Competition in Knowledge 
Creation, Peter Lang, 2005.

プロフェッショナルの熟達や経験学習プロ
セスに関心があります。

「探求」と「感動」を大事にしながら研究して
ください。

経営分析講座

【担当科目】 経営戦略論特論
【最終学歴】 北海道大学大学院経済学研究科
【所属学会】 組織学会、日本経営学会、

Academy of Management

教　授

平本  健太
HIRAMOTO　Kenta

経営分析講座

【担当科目】 非営利組織論特論
【最終学歴】 英国ランカスター大学経営大学院
【所属学会】 組織学会、日本経営学会、日本商業学会、

経営行動学会、日本社会心理学会、
日本応用心理学会

教　授

松尾　睦
MATSUO　Makoto

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

経営分析講座

【担当科目】 オペレーションズ・リサーチ特論
【最終学歴】 京都大学大学院情報学研究科
【所属学会】 日本オペレーションズ・リサーチ学会､

情報処理学会､電子情報通信学会

教　授

石井  利昌
ISHII　Toshimasa

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

オペレーションズ・リサーチ。特に､組合せ最
適化問題に対する効率的な解法の研究。

“Minimum augmentation of 
edge-connectivity with monotone 
requirements in undirected graphs,” 
Discrete Optimization, Vol. 6, 2009, 
pp. 23-36.

好きな言葉は「点滴石をも穿つ」です。

基礎からしっかり勉強するようにしましょう。

専門分野と
現在の研究

主要業績

連携組織（創成研究機構）

【担当科目】 金融経済学特論
【最終学歴】 東京大学大学院経済学研究科
【所属学会】 Econometric Society、日本経済学会、

日本ファイナンス学会

テニュアトラック助教

早川　仁
HAYAKAWA　Hitoshi

金融論。貨幣経済というシステムの本質を
理解すべく、決済システム、またバブル・金
融危機に関する研究を進めています。

「決済システムの理論分析」東京大学大学
院経済学研究科博士論文  2014年1月。

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

研究者＝研ぎ究める者、であるよう日々精
進しています。

あらゆることに興味をもって、一つのことに
集中して取り組んでください。
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専門分野と
現在の研究

エンターテイメント産業のビジネスシステム
およびその国際比較。

主要業績 「ビジネスシステム研究の意義と課題」『日
本情報経営学会誌』（日本情報経営学会）
33（2）, 47-58頁, 2012.11．

自己PR
インタビュー調査のように「足で研究するこ
と」を心がけています。唯一の趣味は、気の
合う仲間との快食・快飲・快弁です。

大学院受験者への
メッセージ

院生生活では、時間や健康の自己管理が
大切です。

規則や標準に代表される、組織における統
制的作用を備える社会装置の振る舞いの
研究などに従事しています。
“Management control systems as enabling 
use in professional bureaucracy,”（共著）, 
Proceedings of the EAA 37th congress, 
2014.
研究においても教育においても、安易に結
論を求めず、粘り強く考え抜くように心がけ
ています。
研究成果の良し悪しはリサーチクエスチョンで
決まる面があります。普段より、 筋のよい問いを
数多く見つけておくとよいと思います。

経営分析講座

【担当科目】 国際経営論特論
【最終学歴】 神戸大学大学院経営学研究科
【所属学会】 組織学会、国際ビジネス研究学会、

日本経営学会、日本情報経営学会

准教授

岡田  美弥子
OKADA　Miyako

経営分析講座

【担当科目】 経営組織論特論
【最終学歴】 北海道大学大学院経済学研究科
【所属学会】 組織学会、 SCOS、USASBE、ICSB

准教授

相原  基大
AIHARA　Motohiro

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

経営分析講座

【担当科目】 組織イノベーション論特論
【最終学歴】 一橋大学大学院商学研究科
【所属学会】 組織学会、日本経営学会、日本商品学会、

一橋商学会、日本オフィス学会

准教授

阿部  智和
ABE　Tomokazu

経営分析講座

【担当科目】 アントレプレナーシップ特論
【最終学歴】 神戸大学大学院経営学研究科
【所属学会】 日本ベンチャー学会、経営行動科学学会

准教授

宇田  忠司
UDA　Tadashi

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

組織行動論、経営組織論。都市・地域、産
業と関連づけながらクリエイティブな個人や
組織の活動について研究しています。

「コワーキングの概念規定と理論的展望」『經
濟學研究』（北海道大学）63(1), 115-125, 
2013.

皆さんとともに社会現象を捉える力を磨い
ていきたいと思います。

健康に留意しながら、自分を信じ、強い意志
を持って研究に励んでください。

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

経営組織論、経営戦略論。ワークプレイスの
デザイン、コワーキングスペースのデザインお
よびコワーキングという働き方に関する研究。

「コワーキングスペースの運営の現状と課
題」『日本オフィス学会誌』8(1), 18-27, 
2016.

重要だけれど、意外と注目されていない現
象に目を向けるようにしています。

時間を有効に活用して、実りのある院生生
活を送ってほしいと思います。

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

経営分析講座

【担当科目】 経営数理特論
【最終学歴】 京都大学大学院工学研究科
【所属学会】 日本オペレーションズ・リサーチ学会、

The Econometric Society

准教授

田中  嘉浩
TANAKA　Yoshihiro

オペレーションズ・リサーチ（最適化）の理論
と応用に関する研究、経済理論。

“A short derivation of the Kuhn-Tucker 
conditions”, Open Journal of Optimization, 
4(2), 47-50, 2015.

最適化は数学の１分野であり、全ての基本
になっています。

積極的に数学に興味を持とう。
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会
計
情
報
専
攻

会計情報講座

【担当科目】 財務諸表論Ⅰ 他
【最終学歴】 北海道大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本会計研究学会、国際会計研究学会

教　授

米山  祐司
YONEYAMA　Yuji

専門分野と
現在の研究

専門は財務会計論です。21世紀に入り、会計制度は一国内だけで
完結する時代は終わりました。現在、各法域における会計基準の差異
を縮小し、より有効な開示制度を追及する試みが国際的に進められて
きています。この結果、日本でもこの20年、新たな会計思考を取り込
んだ会計情報が制度化されてきました。そこでは非財務情報の開示拡
大と公正価値を組み込んだ混合属性測定が特徴となります。ところが
これらは財務報告に複雑性をもたらし逆に財務報告の有用性を損な
うことになるのではないかとの懸念も生じています。このような財務報
告の複雑性を研究することでより有用な財務報告のあり方を考えてい
きたいと思っています。

主要業績 『アメリカ会計基準論－国際的調和の動向』同文舘, 2001.

自己PR
社会との関わりの中で会計の役割を考えていきたいと思っています。
アウトドア好きです。

大学院受験者への
メッセージ 大学院では好奇心と持久力と積極性が必要です。

Division of ACCOUNTING
財務報告の複雑性と有用性を考える

教 員 紹 介
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専門分野と
現在の研究

Leonard Jimmie Savageの思索に関心
があります。この人物の思索を、とにかく読
み取ることとしたいのです。

主要業績
『確率概念の近傍－ベイズ統計学の基礎
をなす確率概念－』内田老鶴圃，2014.

自己PR
とにかく「基礎」に関心があります。お互い
に学んでいきましょう。

会計情報講座

【担当科目】 応用統計学特論
【最終学歴】 東京大学大学院理学系研究科
【所属学会】 日本統計学会、日本数学会、

科学基礎論学会

教　授

園  信太郎
SONO　Shintaro

会計情報講座

【担当科目】 監査論 他
【最終学歴】 九州大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本会計研究学会、会計理論学会、

日本監査研究学会

教　授

吉見　宏
YOSHIMI　Hiroshi

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

会計情報講座

【担当科目】 経営学A、企業行動論特論
【最終学歴】 神戸大学大学院経営学研究科
【所属学会】 Academy of International Business、

国際ビジネス研究会、組織学会

教　授

岩田　智
IWATA  Satoshi

会計学、監査論、期待ギャップ問題の研究、
公的部門の会計と監査。

『ケースブック監査論』新世社, 2003.『監
査期待ギャップ論』森山書店, 2005.

広い関心領域を持ち、会計学を中心にすえ
て経済全体を見渡すようにしたいと心がけ
ています。

大学院では、「教えてもらう」のではなく、学び
たいことを自ら「獲得する」姿勢が大切です。

国際的な企業行動に関する研究。

『グローバル・イノベーションのマネジメント』
中央経済社, 2007.

大学院生の多様性に圧倒されることもあり
ますが、適応力や忍耐力をもって指導にあ
たることを心がけています。

基本的な知識や経験を身に付けていること
は重要ですが、明確な目的意識と旺盛な知
的向上心をもって受験してください。
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専門分野と
現在の研究 財務会計論。

主要業績 『1株当り利益会計基準の研究』同文舘出
版，2007. 「将来支出に係る２つの会計処
理方法―SFAS5型とSFAS143型の対
象の明確化―」『会計プログレス』17 , 
2016.9.

自己PR 誰もやっていないことを研究したい。

大学院受験者への
メッセージ

会計学をよく勉強する人よりも、会計の研
究を好む人、楽しむ人を歓迎します。

会計情報講座

【担当科目】 会計基準論 他
【最終学歴】 北海道大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本会計研究学会、日本会計史学会、

会計理論学会等

准教授

久保  淳司
KUBO　Junji

専門分野と
現在の研究 コーポレート・ファイナンス。

主要業績 “A Latent Process Model for the Pricing 
of Corporate Securities,” Mathematical 
Methods of Operations Research, 69, 
439-455, 2009.

自己PR 愛読書は植村直巳『青春を山にかけて』。

大学院受験者への
メッセージ

君の夜の最も静かな時刻に5年後10年
後の自分の姿を思い描いて欲しい。

会計情報講座

【担当科目】 金融デリバティブズ、
コーポレート・ファイナンス特論 他

【最終学歴】 京都大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本オペレーションズ・リサーチ学会、日本保険・

年金リスク学会、日本金融・証券計量・工学学会

教　授

鈴木  輝好
SUZUKI　Teruyoshi

会計情報講座

【担当科目】 経営学B、マーケティング特論
【最終学歴】 神戸大学大学院経営学研究科
【所属学会】 日本商業学会、組織学会、

日本経営学会

教　授

坂川  裕司
SAKAGAWA　Yuji

会計情報講座

【担当科目】 税務会計論
【最終学歴】 東北大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本会計研究学会、日本簿記学会、

税務会計研究学会

准教授

櫻田　譲
SAKURADA　Joe

会計情報講座

【担当科目】 管理会計史 他
【最終学歴】 北海道大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本会計研究学会、日本会計史学会、

会計理論学会

准教授

春日部  光紀
KASUKABE　Mitsunori

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

税務会計論。租税訴訟や税制改正が証券
市場に与える影響について研究しています。

「ストック・オプション判決に対する市場の
反応」（共著）『第６回 税に関する論文 入
選論文集』2010.11. 「みなし配当・みなし
譲渡課税が資本剰余金配当に与える影響
について」『第35回日税研究賞入選論文
集』2012.8.

『主要業績』を読んでおいて下さい。

指導教員の真似事は修士時代までに終え
ておきましょう。

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

会計史。

「Atchison, Topeka and Santa Fe 鉄
道会社の複会計システム」『經濟学研究』
（北海道大学）61(1・2)，2011.9．

ひとつの見方にとらわれないよう心がけてい
ます。

勉強は孤独な作業ですが、明確な目標を持
ちさえすれば、自ずとやるべきことは見えてく
ると思います。

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

流通企業のマーケティング行動に関する
研究。

「サプライチェーンの最適化行動と小売業
態の動態－業態ライフサイクルへの延期
投機モデルの適用－」『小売業革新』千倉
書房, 57-73頁,　2010.1.

常識を疑い、素朴な疑問を出発点として研
究に取り組むよう心がけています。

卒業するときに「勉強したなぁ」と自然と口
に出るような院生生活を送って下さい。
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会計情報講座

【担当科目】 管理会計論 他
【最終学歴】 京都大学大学院経済学研究科
【所属学会】 日本会計研究学会、日本管理会計学会、

日本原価計算研究学会等

准教授

篠田  朝也
SHINODA　Tomonari

管理会計論、財務諸表分析論。現在は、投
資意思決定会計の理論的および実証的
研究に取り組んでいます。

「わが国企業の投資経済性評価の多様性
と柔軟性」『原価計算研究』3 4 ( 2 ) ，
90-102，2010.

会計領域（に限りませんが）における理論と
現実のあいだにあるギャップについて意識
しながら研究に取り組んでいます。

今の自分が、未来の自分に繋がっていると
いうことを常に意識してください。

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

会計情報講座

【担当科目】 経営情報、リアルオプション特論
【最終学歴】 早稲田大学大学院理工学研究科経営

システム工学専攻
【所属学会】 日本リアルオプション学会、日本オペレーション

ズ・リサーチ学会、日本経営工学会

准教授

後藤　允
GOTO　Makoto

専門分野と
現在の研究

主要業績

自己PR

大学院受験者への
メッセージ

投資決定理論（リアルオプション）。

“Entry into the Electricity Market: 
Uncertainty, Competition, and　
Mothballing Options,” Energy 
Economics, Vol.30, 1809-1830, 2008.

允文允武を目指しています。

一緒に情熱と知性を追求しましょう。
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　下関市立大学経済学部にて、ミクロ経済学、計量経済学などを担当しています。研

究内容は、様々な財やサービスの品質が価格に与える影響について実証分析を行う

というものです。ゼミは40人ほど所属し、学務以外にも地域貢献を求められる機会が

多いですが、個々の学生に応じた指導とデータによる理論的かつ客観的な指摘を常

に心がけています。教育者として、そして研究者としての姿勢に迷うとき、先生方から

受けた指導や助言を思い出しながら、実践するようにしています。この経験が、私にと

っての大きな財産です。

（博士後期課程修了）森　邦恵さん
下関市立大学経済学部 准教授

　東北大学大学院経済学研究科・経済学部で主に経済政策を担当しています。現

在の研究関心は統計力学の考え方をマクロ経済学に応用し、労働市場や信用市場

に関する政策的な含意を引き出すことにあります。北大の研究環境の特長は教員と

院生の距離が近いことにあると思います。教員が院生と自主的なゼミを開いてくれた

り、院生の議論に気軽に付き合ってくれたりと、カリキュラムで制度化されているところ

以外でも院生を支援してくれる雰囲気がありました。北大の優れた研究環境の下で、

多くの院生が飛躍を遂げることを願っています。

（博士後期課程修了）黒瀬 一弘さん
東北大学大学院経済学研究科 准教授

研究とビジネスの最先端で
活躍する先輩たち

OB & OG

大学院での経験が、今の自分を支え、明日を切り拓くパワーとなる。
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　私は、ミクロ経済学とゲーム理論を専攻していました。経済学を学ぶ中で、「経済を

通してこの国の発展に貢献したい」と考えるようになり、現在は政府系金融機関で働

いています。大学院では、非常に高度な内容に立ち向かう忍耐力を身に付けることが

できました。仕事は大変ですが、院でやっていたことを思うとどんな困難でも乗り越えら

れないものはないと思えます。また、留学生も数多く在籍しており、研究室で日本語が

聞こえてこないなんてことは日常茶飯事でした。大学院は研究をする場所ですが、同

時に海外の人と深く交流できたことは私の人生の宝物となっています。

（修士課程修了）柏原 宗一郎さん
日本政策金融公庫

　経済学を専攻しましたが、英語で難しい論文を読んだ経験が今も生きています。ど

んなに複雑な事象でも、「西部先生の授業で読まされた論文よりは簡単だろう」と開き

直って仕事ができるからです。すばらしい友や先輩に恵まれ、伴侶まで得てしまいまし

た。そんなわけで、在籍生の皆さんは大学院生活を思い切りエンジョイして下さい。進

学を考える皆さんは、こんなに良い経験はありません。就職を考える皆さんには、勉強だ

けでなくスポーツなどで体力を確保しておくことをおすすめします。

（修士課程修了）高橋 元氣さん
日本経済新聞社 記者

　在学中に日中の経済・経営現象、インフラ開発などを勉強、研究したことで、日本の

技術・品質が詰まっているものづくりを中国に展開したいと考えるようになりました。専

門知識の勉強の他にも、人間的に魅力的な先生方や、進取の気性に富んだ研究を

しているゼミの学生たちに恵まれました。その環境の中で、周りの方の視点や考え方

が自分の成長に繋がったと実感しております。実際、大学院時代で身に付けた知識

やスキルは仕事に活かせることが多々あり、私の人生における貴重な財産です。私に

とっても思い入れのあるこの大学院で、是非院生生活を楽しんで頑張ってくださいね。

（修士課程修了）山口　静（旧姓 江）さん
トヨタ自動車株式会社 中国部
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院 生
生 活

MODEL CASES

グローバルな視点で
研究に取り組む

　オウル大学の学部3年生の時、北海道大学のHUSTEPと

いう交換留学プログラムに1年間参加し、その影響を受けて日

本企業の国際化の研究をするようになりました。オウル大学の

修士論文をこのテーマで書きました。さらに研究を続けたいと北

海道大学大学院経済学院の経営管理(MBA)コースを見つけ

目指すことにしました。大学院入学試験の半年前から現在の指

導教員の下で研究生として北海道大学経済学部に入り、日本

語や入学試験の勉強をしました。

　MBAコースに入学したことで、熱心に研究を進められる一

方、将来日本で働けるような日本語力や日本の文化も身につ

いてきました。授業は日本語で行なわれますが、文献は英語の

ことが多く、漢字が苦手な私にも勉強しやすい環境になってい

ます。さらに、日本の文部科学省の奨学金のおかげで、アルバ

イトをしなくてすむので、研究の時間と自分の時間をうまく両立

できます。

　大学院で一番気に入っていることは、先生方から研究につ

いての相談や指導を受けやすいことです。母国のフィンランドで

は大学院生が非常に多いため、先生方と研究の相談をする機

会は少ないです。でも、ここでは授業中の人数も少なく、皆で

ディスカッションしやすい環境が整っています。他の院生とは授

業だけではなく、ゼミや研究室でも勉強や研究の相談がしやす

く、同級生または博士課程の先輩方のサポートもあります。今は

自分の研究を学会で発表できるよう、頑張っています。
先行研究の
レビュー

論理的
フレームワークの

決定

質問票の
内容決定 予備調査

質問票・
聞き取り調査

第1回目の報告
データ分析 論文の完了

1年目 2年目

■研究プロセス

フィンランドのピュハンタ出身。
オウル大学大学院修了。

インカ  ハカラさん
INKA　Häkälä

MODEL
C A S E

1
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近年の博士後期課程修了者の就職先

院 生
生 活
DATA

大学院入学者の出身大学（平成28年度）

修士課程修了者の主な就職先

出身大学

北海道大学
17％

道内大学
6％

道外大学
23％

外国
54％

北海道大学
経済学部
法学部

道内大学
小樽商科大学 商学部
札幌大学 経営学部

道外大学
茨城大学 人文学部
信州大学 理学部
高崎経済大学 経済学部
山口大学 経済学部
明治大学 経営学部
中央大学 経済学部
上智大学 経済学部
城西国際大学 経営情報学部
京都産業大学 経済学部
近畿大学 法学部
岡山商科大学 経済学部

海外の大学
University of Denver, Daniels College of Business（アメリカ）
University of Oulu, International Business and Management（フィンランド）
Maseno University, School of the Arts and Social Sciences（ケニア）
KCA University, School of Business & Public Management（ケニア）
Catholic University of Madagascar, Faculty of Social Sciences（マダガスカル）

哈爾濱師範大学 西語学部（中国）
黒龍江大学 東語学部（中国）
長春理工大学 外国語学部（中国）
東北大学 外国語学院（中国）
北京工業大学 経済管理学部（中国）
北京工業大学 外国語学部（中国）
大連外国語大学 ソフトウェア学院（中国）
大連外国語大学 日本語学院（中国）
山東理工大学 商学院（中国）
山東財経大学 外国語学部（中国）
西北大学 外国語学部（中国）
合肥工業大学 外国語学院（中国）
上海立信会計学院 継続教育学院（中国）
上海海洋大学 外国語学院（中国）
西華大学 管理学院（中国）
四川外国語大学 日本語学部（中国）
西南財経大学 工商管理学院（中国）
四川大学 外国語学院（中国）
湖南大学 経済貿易学院（中国）
広東外語外貿大学 東方語言文化学院（中国）
東呉大学 外国語文学院（台湾）

・北海道大学 大学院経済学研究科
・小樽商科大学 商学部
・弘前大学 人文社会科学部
・筑波大学 システム情報系社会工学域
・広島大学 経済学部
・愛媛大学 教職総合センター

金　融 商工中金、日本政策金融公庫、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、SMBC日興證券、野村證券、
三菱UFJモルガン・スタンレー証券、中国農業銀行、華夏銀行、招商銀行

製造業 新日鐵住金、JFEスチール、三菱マテリアル、NEC、東芝、ソニー、日立製作所、三菱電機、キヤノン、パイオニア、島津製作所、
昭和電工、日立オートモティブシステムズ、戸田建設、伊藤組土建、北海道セキスイハイム、CSK、日立システムズ、電源開発、
ニチレイ、日本たばこ産業、石屋商事

サービス 日本航空、北海道旅客鉄道、北海道エアシステム、野村総合研究所、三菱総合研究所、監査法人トーマツ、
新日本有限責任監査法人、あずさ監査法人、PwCあらた監査法人、PwC税理士法人、デロイトトーマツコンサルティング、
ブルームバーグエル・ピー、JTB、上海国際主題楽園配套設施、北海道大学

公　務 北海道財務局、北海道経済産業局、北海道庁、札幌市役所、江別市役所、福井県庁

・高知大学 人文社会科学部
・長崎大学 経済学部
・兵庫県立大学 経済学部
・北星学園大学 経済学部
・北海商科大学 経済学部
・北海道武蔵女子短期大学

・明治大学 経営学部
・麗澤大学 経済学部
・中京大学 総合政策学部
・大同大学 情報学部
・京都産業大学 経営学部
・日本経済大学 経営学部

・日本文理大学 経営経済学部
・沖縄国際大学 経済学部　
・仙台高等専門学校
・日本証券経済研究所
・環日本海経済研究所
・中国広東省 深圳大学
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経済支援制度

経済学院には、大学院生が研究に集中できるように、経済
的な面で援助する様々な支援制度が存在します。たとえば平
成28年度の場合、日本学生支援機構奨学金（無利子で月
額：修士50,000円または88,000円、博士80,000円または
122,000円の「第一種奨学金」、有利子で月額５万円～
15万円を選択できる「第二種奨学金」）については、希望者
の多くが貸与を受けています。その他に、授業料免除（全額、
半額、または4分の1免除）や、私費外国人留学生学習奨励
費（48,000円）、月額200,000円（平成28年度）を支給さ
れる日本学術振興会特別研究員制度（博士後期課程）等
の支援制度があります。さらに、大学院生に対する支援策と
してティーチング・アシスタント（TA）制度があり、学部･大学
院の授業を担当する教員の補助として教育の経験をつみ、
一定の報酬を受けます。最近の入学者では、ほぼ50％の学
生がTAに採用されています。また、教員の研究を補助し、一
定の報酬を受けることができるリサーチ・アシスタント（RA）制
度もあります。

■平成28年度修士課程入学者の採用状況

日本学生支援機構奨学金

採用者 8人

申請者 8人

授業料免除

免除決定者 32人

申請者 33人

ダブル・ディグリー・プログラム

本学院と交流協定大学との間で教育プログラムを開設し、単
位互換等を通じ、プログラム参加学生がそれぞれの大学の修
了要件を満たした際に、当該学生に対し、各大学がそれぞれ
修士の学位を授与するもの。平成28年10月現在、イェーテボ
リ大学（スウェーデン）とダブル・ディグリー・プログラムを締結し
ています。

交換留学制度

留学に必要な語学能力（TOEFL iBT80など）を有することを前提に、以下の大学院に交換留学が可能です。

ダブル・ディグリー・プログラムとは

ダブル・ディグリー・プログラムに参加できる者は、
修士課程学生のうち博士コースに在籍する者とします。
（専修コースに在籍する者は参加できません。）

参加資格

●北 　米 ポートランド州立大、マサチューセッツ大、アラスカ大、ウィスコンシン大、オハイオ州立大、ハワイ大、
オレゴン大（以上アメリカ）、アルバータ大（カナダ）

●欧 　州 パリ政治学院、ストラスブール大学、グルノーブル大学連合、レンヌ政治学院（以上フランス）、ミュンヘン大（ドイツ）
ジュネーブ大、スイス連邦工科大（以上スイス）、スウェーデン王立工科大学（スウェーデン）、オウル大（フィンランド）、
ブタペスト工科経済大（ハンガリー）、モスクワ国立大、サハリン国立大、極東国立総合大（以上ロシア）

●オセアニア オーストラリア国立大、ニューサウスウェールズ大（オーストラリア）、オークランド大（ニュージーランド）

●ア　ジ　ア ソウル大、全北大、高麗大、嶺南大、釜慶大、（以上韓国）、
北京大、復旦大、浙江大、吉林大、北京科技大、四川大、南京大（以上中国）、
国立台湾大（台湾）、デリー大（インド）、デラサル大（フィリピン）

加えて、日本学生支援機構留学生交流支援制度（長期派遣）や、ルノー財団のフランス留学奨学金（パリ国際MBAなど）各種奨学金にも大学を
通じて応募できます。

中国）

1

2
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■JR札幌駅より8分　■地下鉄南北線 北12条駅より8分　■新千歳空港より45分
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留学生センター

工学院
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融合領域研究センター

知識メディア・ラボラトリー
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法学研究科経済学院




