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経済学は、社会科学の中心です。
学びやすく多彩なカリキュラム

段階的・体系的に学ぶ、豊富な科目メニュー
1年次

入門科目
•日本経済の論点
•世界経済の論点

基礎科目Ⅰ
•近代経済学（マクロ経済学1）
•近代経済学（ミクロ経済学1）
•政治経済学Ⅰ
•基礎・経済統計

基礎科目Ⅰ
•近代経済学（マクロ経済学2）
•近代経済学（ミクロ経済学2）
•政治経済学Ⅱ
•経済数学

応用科目
•経済原論Ⅰ
•経済原論Ⅱ
•経済変動論
•社会経済論
•統計解析論
•計量経済学
•経済統計論
•経済情報論
•多変量解析論
•計算機経済学
•アジア経済史
•戦後経済史
•経済政策論
•公共経済学
•財政学
•地方財政論
•環境経済学
•金融経済論
•労働経済論
•日本経済論

•農業経済論
•産業技術論
•流通経済論
•交通経済論
•都市経済論
•経済地理学
•空間経済学
•産業組織論
•国際経済学
•国際協力論
•国際通貨論
•経済開発論
•比較経済論
•世界経済論
•アメリカ経済論
•ヨーロッパ経済論
•アジア経済論
•東南アジア経済論
•中国経済論
•関西経済論
上記科目の特殊講義

•各国経済論特殊講義
•経済統計論特殊講義
•商業簿記基礎論
•証券経済論特殊講義
•産業政策特殊講義1・2
•経済政策論特殊講義
•労働経済論特殊講義
•経済史上級講義
•経済政策上級講義
•経済構造上級講義
•国際経済上級講義
•ミクロ経済学上級講義1・2
•計量経済学上級講義1・2
•企業経済論特殊講義
•Economic Reading
•Global Economy
•Introduction to 
　International Economics
•Lectures on Economics A・B

基礎科目Ⅱ
•応用マクロ経済学
•応用ミクロ経済学
•経済学説史
•社会思想史
•日本経済史
•西洋経済史
•社会政策論
•産業経済論
上記科目の特殊講義

2年次 3年次 4年次

専門教育科目として１年次から２年次にかけて、入門科目、基礎科目Ⅰ、
基礎科目Ⅱなどの科目群が提供されます。これらは、経済学をより分か
り易く、しかも基礎から段階的に学んでもらうための科目群です。２年
次以降、経済学についての理解が徐々に深まっていくにつれて、特に
興味を持つ分野も生まれてくるでしょう。そのために、応用科目群で
は、興味の多様化・深化に合わせて、豊富な科目メニューが提供されて
います。２年次以降、自らの関心にそって、経済学をより深く学ぶことが
できるでしょう。また、グローバル化・情報化という時代の潮流に対応
して英語による講義、コンピュータ講座なども開講しています。
そして、学内外の講師陣による企業提携講座を設け、先端的テーマに
関する講義を行っています。

少人数教育としての演習（ゼミナール）

本学経済学部は、演習形式の教育を重視しています。まず、１年次前
期の「基礎演習」では、文献・資料の探索と読解、プレゼンテーション、
討論、小論文作成などの基礎的な能力を養い、1年次後期以降の「論
文演習」では経済学の専門文献を読解して論文を執筆します。また、１
年次後期と２年次前期には、やはり少人数による「イノベーティブ・
ワークショップ」が提供されます。これは、現代社会において解決策が
争われている現実の問題を取りあげ、フィールドワークなどを実施し
ながら教員と学生が協力して解答を探る科目です。そして３・４年次に
は、「専門演習」に所属して各自の研究テーマを追求し、それを「卒業
論文」にまとめます。

基礎演習

修了レポート

論文演習

修了論文

専門演習

卒業論文

イノベーティブ
ワークショップ

演

習

講

義

Messages from International Students

経済学は人の活動全てを対象とし、どうすれば社会・経済がより良くなるかを考えます。
その際、仮定のもとで論理を積み重ね、データ分析により確かめます。

経済学には唯一の正解は無く、様々な考え方や好みがあり、バランスのとれた思考と能力が必要とされます。

大阪市立大学経済学部は、現代社会において活躍できるように、
経済学の学びをとおして６つの学修成果を要するGlobal Practical Economistを育成します。
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つの学修成果6

大阪市立大学経済学部が目指す教育

Global Practical Economistの育成

経済学部では、国際交流にも積極的に取り組んでおり、留学生の
受け入れにも力を入れています。現在、多くの留学生（院生を含
む）が経済学部で学んでいます。そして、海外大学との教育・研究
交流も盛んです。上海市（中国）の諸大学、サンクトペテルブルグ
大学（ロシア）、メルボルン大学（オーストラリア）、ハンブルグ大
学（ドイツ）などとの間では、学生の留学そして教員の研究交流を
積極的に行っています。

私は国際経済について研究されている久保彰宏先生のゼミに所属して
おります。本ゼミでは海外大学との学術交流活動が頻繁に行われてお
り、海外の学生と様々なテーマについて議論を交えた交流をするといっ
た貴重な経験をすることができました。私生活では、勉強はもちろん、
サークル活動やアルバイトなど、様々なことに積極的にチャレンジし、充
実した大学生活を送っています。また、国際センターには、留学生のため
の支援プログラムもあり、安心して勉学に専念することができます。さ
らに、定期的に国際交流パーティーも開催されており、留学生にとって
は、母国と日本のお互いの素晴らしさを再発見できるとても良い機会に
なっています。

経済学部４年生
譚　佳

国際交流

専

門

教

育

全学共通教育　　•総合教育科目　•基礎教育科目　•外国語科目　•健康・スポーツ科学科目

グローバル化への対応
現代社会・経済は、世界との関わりを抜きにして語れません。
大阪市立大学経済学部は、グローバル化する経済に対応できるように、以下の講義を英語で提供し、英語のままでの理解を目指しています。
また、海外の大学とTV会議システムで繋ぎ、海外の学生と一緒に学ぶ科目も提供しています。

•Economic Reading　　•経済英語1　　•経済英語2　　•Global Economy
•Introduction to International Economics　　•Lectures on Economics A　　•Lectures on Economics B

EGPE認定制度
経済学部では語学力、グローバル・コミュニケーション、問題発見、理論・分析の全てについて、学部の定める一定の条件を満たした学生を
エクセレント・グローバル・プラクティカル・エコノミスト（EGPE）として認定するEGPE認定制度を導入しています。

大阪市立大学経済学部では、「全学共通教育」と「専門教育」を4年間にわたって学ぶシステムになっています。

（1年次後期以降）



多彩なゼミナールにより、グローバル・プラクティカル・  エコノミストを育成します！
―基礎サイクルゼミから応用サイクルゼミへ―

基礎サイクル 応用サイクル

専門演習3・4

「少子・高齢化と日本経済」というテーマでゼミを行っています。３年次で
は、ゼミ生各自が身の回りのちょっとした問題から社会の大問題まで幅広
く課題を持ち寄り、協働による分析、そして、ディスカッションを重ね、独創
的な解決策の提言へとつなげていきます。４年次では、大学での学びの集

大成として、自ら問題設定を行い、データや文献を収
集し、それらを分析して結論を導き、卒業論文として
まとめます。ゼミ生同士の学び合いを大切にし、複眼
的な構想力を高めていくことを目標とし、皆で楽しく
やっています！

滋野 由紀子 教授

専門演習は履修した先生によって、学習する内容やゼミ生の雰
囲気もかなり違ってきます。そのため自分自身で興味のある分
野を選ぶことができ、高いモチベーションで勉強することができ
ます。私は少子高齢化問題に取り組む滋野ゼミを選択しました。

このゼミでは、学生の自主性を第一にしてくれ
るため、他のゼミ生との協調性や、新しいアイデ
アを出す創造性が磨かれます。また、滋野先生
は優しく楽しくゼミをやることができます。この

ゼミ活動は人間的に成長できる場であり、
私の財産です！

専門演習3・4

イノベーティブ・ワークショップの主題は、アクティブラーニングとグループ
ワークにより、特定の課題について自ら調査し、解決策を提案することにあり
ます。自分たちで研究計画を立て役割を分担すること、実態や先行研究を調
査し適切な問題を発見すること、討論を通して適切な解決策を提案するこ

と、論理的に構成されたプレゼンテーションを行うことなど、多く
のことが求められます。特に、クラスでは、グローバルな視点を
持って、こうした課題に取り組めるように、フィリピンのデラ
サール大学と提携して授業を行っています。本学とデラサー

ル大学の学生が、同じ課題に取り組み、Skypeやビデ
オ会議を使って合同の発表会を行っています。

中島 義裕 教授 仁村 天さん

私は、留学に興味があったため、英語が公用語であるフィリピンのデ
ラサール大学と、Skypeを通しての交流会がある、中島先生のクラ
スを受講しました。この授業では、３人一組でグループとなり、雇用問
題や移民問題といった現代の問題について、フィリピンの生徒と英

語で合同発表会を行います。合同発表会を通じて感じ
たことは、英語力の大切さとともに、デラサール大学
の生徒は、仮説をもとに検証を行うという姿勢が
しっかりしていて、調査もより詳しくされていまし
た。海外の学生の研究への熱心な態度は、とても
意義のある授業で、私にはすごく刺激になりまし
た。

イノベーティブ・ワークショップ (Global)

金子 勝規 教授 山田 大成さん

イノベーティブ・ワークショップ

3年次 4年次1年次 2年次
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グローバル・プラクティカル・エコノミストの評価 2018年度 経済学部優秀卒業論文

基礎演習 イノベーティブ・ワークショップ キャリア形成ゼミ

論文演習 卒業論文専門演習3 専門演習4

専門演習３  
専門演習４
学生自らの希望のもと、ゼミ（指導教員）を選びます。そ
して、各ゼミで勉強やイベントなど様々なことを行い、
それらゼミ活動をとおしてグローバル・プラクティカ
ル・エコノミストの能力を養っていきます。そして、多く
のゼミ生は、集大成として、指導教員の丁寧な指導のも
と卒業論文を書きます。この卒論審査では、複数教員が
チェックし、優秀な卒論は、卒業時に表彰されます。

基礎演習 
経済学のための情報収集・分析・
問 題 発 見 、レポ ートを 作 成 する
ベーシックスキルの修得

イノベーティブ・
ワークショップ
皆で課題を設定し、共同で解決策
を探る、 コミュニケーション、プレ
ゼンテーションのスキルアップ

論文演習
各自で課題を設定・分析し、
論文にまとめる力をスキル
アップ

キャリア形成ゼミ
現役の社会人＝「プロの視
点」からの課題を調査・研究
し、発表する実践的スキル
に挑む

土井 周斗さん

に関して、各種のゼミでどう達成できたかを各年評価します。
そして、優秀者を卒業時に表彰します。

６つの学修成果 神田　七海　スポーツの諸特性を考慮した、選手の生まれ月分布
への影響に関する包括的分析

岸田　達哉　鉄道の直通運転が駅周辺地域に与える影響

下貞　拓巳　近畿地方のラーメン店の食べログにおける点数の決
定要因について

名倉　朋希　介護分野に従事する外国人を取り巻く実情と展望

藤田　秋朗　自然災害による関西国際空港の機能不全が企業に与え
る影響　～平成30年台風21号のイベントスタディ～　

村上　和樹　ディズニーとUSJにおける満足度の決定要因

湯本　有香　働き方改革「同一労働同一賃金」に関する懸念点

林　　美樹　『東京タラレバ娘』にみる３０代女性における結婚行
動に関する一考察

学修成果Ａ 論理的な思考と
柔軟な発想

学修成果B 情報の収集と活用

グローバル・
コミュニケーション

学修成果D プレゼンテーション

学修成果E 社会への寄与

学修成果F 複眼的な構想力学修成果C

今年度は「東南アジアと日本」という大きなテーマの下で、学生が主
体的になってグループワークを進めています。グループ毎

に観光、自動車産業、LGBT、外国人労働者といった研
究課題を設定しました。毎回、グループ毎に報告
の準備をして、プレゼンテーションを行ってもらい
ます。プレゼンの内容だけでなく、その方法につ
いても指導をしています。プレゼンに対して他グ

ループのメンバーからもコメントを受けた
り、お互いに情報を提供したりすること

を通して、最終的な報告書作りを目
指しています。

私が金子先生のクラスを志望した理由は、旅行をきっかけに東南アジ
ア地域への関心が高まったからです。その経験をもとに、東南アジアと
日本を観光の視点から比較することに興味を持っています。授業では、
異なる意見を持った人達とのディスカッションを通じて研究課題を見つ

け、さらに深い議論へと進めていきます。金子先生
は非常に優しく、学生との距離も近く接してくだ
さるので、研究その他とても相談しやすい環境
です。また、毎回の授業に招かれているタイ人
留学生から生の声を聞くことができるのは、比
較研究を進めるにあたって大変有意義である

とともに、私にとっても刺激となります。

大学生には働き始めたら得られない自由に使える時間がたくさんあり
ます。バイトやサークルに使うのも一つの手かもしれませんが、せっか
くなので、働き始めたら考えないような大きな問いを追究するために
使ってみるのはどうでしょうか？　例えば、「商品や貨幣がない社会は
可能なのか？」、「人々が3時間しか働かなくて良い社会は実現できる

か？」なんてどうでしょうか。演習３では少人数
で様々な文献を読みながら、議論を通じて現
代資本主義の課題を考察していきます。三
商大討論会や海外での発表を通じて、グ
ローバルで、多角的な視点から問題を批判

的にとらえられる論理的思考力を身に
着けてもらいたいと思っています。

齋藤 幸平 准教授

齋藤ゼミでは、「自分の幸せを自分で決めることができる経済体制」
の可能性について検討しています。そのため、ゼミの時間ではマルク
ス主義や資本主義といった経済思想から「ブラック企業｣などの時事
問題に至るまで、幅広いテーマの文献を輪読しています。また、ゼミメ
ンバーに齋藤先生も加わり、文献のテーマについて活発な議論が交

わされます。私は、このような充実したゼミの中で、
現状を知識として把握するだけではなく、目標に
向かって新たな筋道を立てようと思考すること

の重要性を学びました。今後もゼミの仲
間たちと切磋琢磨しながら、思考を深

めていきたいと思います。

松下 敬亮さん
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Messages from Alumni

『実践型少人数演習』が最大の特徴である市
大経済だからこそ私が学べた2つのことを紹
介します。それは「課題に対し自分の意見を
持ち共有・ブラッシュアップすること」、「課題
把握に止まらず自分たちで何ができるかを
考え実行すること」です。私はフィールドワー
クで実際にインドネシアの村に2週間滞在し
ました。現地の学生・村人と協力しながら、道
に溢れ散乱するゴミを清掃し、分別方法を定
着させたことは今でも鮮明に覚えています。
そこでただ課題を見出すだけでなく、解決の
糸口を見つけ実行した経験は今の生活にも
活きており、その経験があったからこそビジ
ネスの現場にいる今でも、社会課題解決の一
翼を担う存在になりたいと志高くいることが
できます。私の大学生活は充実以外ありませ
んでした。皆さんも是非市大で多くを学び、
自身の可能性を最大限に広げてください。

2018年度
経済学部卒業

原野 隼輔
株式会社みずほ
フィナンシャル
グループ

タイトルは、イギリスの経済学者アルフレッ
ド・マーシャルの言葉ですが、市大経済学部
に進学した私の動機でもあります。企業での
課題解決においては、自分で問題を具体化
し、「なぜその問題が発生したのか、どうすれ
ばその問題を効率よく改善できるか」を考え
ることが必要不可欠です。その際、経済学を
学ぶうえで培った「冷静に因果関係を見出す
頭脳」が活きていると度々実感します。また、
ゼミでは財政学について学び、メンバーと熱
い議論を交わしました。優秀なチームメイト
に恵まれ、その環境の中で相手の意見を尊
重し、思いやる「温かい心」を培うことができ
ました。もちろん社会人として仕事をするう
えで、お客様や同僚を思いやる「温かい心」
は必要不可欠です。私は経済学部生として過
ごした４年間の中で、社会人として重要な能
力を培うことができたと考えております。

cool head but 
warm heart

2013年度
経済学部卒業

山本 恵理子
関西電力株式会社

経済学部は「少人数教育」と「実戦的な学び
の機会」が充実しています。1年次後期に受
講した約10人規模の少人数制演習では、
フィールドワークに出かけたり、海外の自治
体に電話調査を行ったりもしました。机上だ
けでは終わらない実戦的な学びの機会は、3
～4年次のゼミでも多くありました。私は現
在、航空会社で運航支援に携わっています
が、お客様本位のオペレーションの実現のた
めに業務改善提案に取り組む機会が無数に
あります。正解が1つとは限らない問題に対
して課題抽出・改善策の実行・検証を繰り返
す上で、大学時代の演習で鍛えたスキルは
大いに活きていると実感しています。

市大経済から
世界へ！

2011年度
経済学部卒業

加賀 友基
全日本空輸

中嶋　哲也
①経済原論Ⅱ
②経済成長理論及び不況理論の研究
③社会の現実への感性、論理力、そして価値観が

問われる経済学の世界を堪能しましょう。
中島　義裕
①計算機経済学
②理論・実証・計算機実験による市場の進化的理解
③読解、テーマ発見、調査、論理展開、論文執筆

を通して知的興奮を体験しよう。
中村　英樹
①経済統計論
②国内不平等、機械化の影響
③恐ろしいこと、それは、『思い込み』に気づかぬこと。
森　　　誠
①経済変動論
②分配・投資行動と資本主義経済の成長
③経済変動のない成長は可能でしょうか？
岡澤　亮介
①マクロ経済学
②マクロ経済学の制度と経済成長、公共選択論
③夢中になれるものを見つけて、悔いのない大

学生活を送ってください。みなさんと一緒に勉
強できる機会を楽しみにしています。

北原　　稔
①ミクロ経済学
②応用ミクロ経済学
③ミクロ経済学的分析を専門としています。学生

時代は色々と突き詰めて考えてみるとどうな
るかを体験しておくのによい時かと思います。
藤　幸平

①現代資本主義論
②『資本論』研究、環境政治経済学
③資本主義社会が抱える困難についてラディカ

ルに思考してみませんか？
中川　　満
①統計解析論
②単位根分析に対する構造変化の影響に関する

研究
③不確実性の時代の『知の技法』である統計学

をともに探求していきましょう。　

坂上　茂樹
①産業技術論
②技術史論に基づく産業技術論
③２０世紀技術を負の遺産にしないために。
中村　健吾
①社会思想史
②マックス・ヴェーバー研究、欧州統合と国民国

家、シティズンシップと人権
③ＥＵ（欧州連合）が進化していくと国家は無くな

るのか？－ＯＣＵで国家論を学ぼう。

若森　みどり
①経済学説史
②カール・ポランニー研究、現代社会経済思想、

経済思想史
③時代の産物として生まれ、自らの時代を超えて

後世に影響を与え生き続ける、経済思想のア
クチュアリティー。その迫力と奥深さとを一緒
に学びましょう。

塩谷　昌史
①西洋経済史
②ロシア地域研究、近代統計制度の比較経済史
③私はこれまで50回程度ロシアを訪ねました。異

文化の人々とコミュニケーションする方法、外か
ら見える日本について、考えてみませんか。 

杉田　菜穂
①社会政策論
②日本を中心とする人口問題と社会政策の歴史

研究
③これからの雇用保障と社会保障のあり方につ

いて、ともに考えましょう。
彭　　　浩
①日本経済史
②海外貿易と国内の産業構造の相互関連、貿易

制度・商人組織の史的研究
③経済の仕組みをすっきりと理解できるように

するため、経済史的アプローチを取り入れて
みよう。

小川　　亮
①地方財政論
②地方財政および都市・地域経済に関する実証研究
③社会や経済の現象に疑問を持ち、それを経済

学で追究する技法をじっくり養ってください。
一緒に学びあっていきましょう。

柴田　　淳
①流通経済論
②生産から消費に至るまでの分業と価格形成メ

カニズムの分析
③みなさんの生活と経済の大きな動きとのつな

がりを、お買い物を通して見ていきましょう。

Ｃharles Weathers
①戦後経済史
②日本と欧米の雇用制度と政治経済の比較研究
③現在、若者の雇用状態が難しくなっているが、

授業とゼミでしっかりと対策を立てよう。
有賀　敏之
①世界経済論
②多国籍企業・グローバル企業、国際貿易体制

に関する研究
③企業と経済のグローバル化は止まるところを

知りませんので、本学経済学部で学んでその
備えとしてください。

金子　勝規
①東南アジア経済論
②タイ地域研究、ASEAN経済論、社会開発およ

び社会福祉に関する実証分析
③東南アジア諸国の経済や社会、文化について

一緒に学び、考えましょう。
久保　彰宏
①国際経済学
②国際マクロ経済分析
③経済発展とモラルのあいだで何を考える？
朴　　　一
①アジア経済論
②朝鮮半島地域研究、日韓・日朝関係論、国際労

働移動及び移民労働者に関する実証研究
③私のゼミでは新聞記者や広告マンからサッ

カー日本代表まで、社会の第一線で活躍する
数多くの教え子が巣立ちました。

森脇　祥太
①経済開発論
②アジア諸国を対象とした経済発展の比較研究
③何か関心のあるテーマを見つけて、勉強を深

めることができたらいいですね。人との『出会
い』を大切にして下さい。

岩波　由香里
①国際協力論
②国際制度を通じた国家間協力に関する国際政

治経済分析
③国家間の協力を可能にするには、どのような国

際制度を構築すればよいかについて研究して
います。

理論経済分野

浦西　秀司
①産業経済論
②公益事業の規制政策に関する計量分析
③郵便、鉄道、高速道路、航空といった交通・公益

事業の規制政策について研究しています。
滋野　由紀子
①日本経済論
②日本経済と家計行動の相互関連
③私達の毎日の行動が日本経済に直結していま

す。身近なことから経済を考えましょう。
髙塚　　創
①空間経済学
②空間経済の諸問題に関する研究
③都市や地域における様々な問題を、データ分

析等の手法を使って一緒に研究しましょう。 
辻　　賢二
①金融経済論
②金融契約に関する理論モデル分析
③金融仲介について研究しています。
福原　宏幸
①労働経済論
②失業・非正規雇用、貧困および社会的排除に

ついての研究
③混迷する経済社会の中で、若者の希望は失わ

れつつあるのだろうか？働くことを考える中
で、それを発見してみよう。

松本　　淳
①財政学
②公的年金制度改革、年金課税、日本の社会保

障制度と租税制度の関係について
③経済学部の特徴は教員との距離の近さにあり

ます！ 真の少人数教育を受けてみませんか。

応用経済分野

グローバル経済分野

経済史・経済思想分野

多彩なスタッフ

1 2 3講義科目 研究
テーマ

一言
メッセージ

学ぶ、
そして実践。

　経済をどのような視点から見るかに関して、経済学には様々な潮流がありますが、
大阪市立大学経済学部は、統一されたカラーはなく、いくつかの異なる学問的バック
グラウンドを持つスタッフが揃っています。ただし、全員に共通することが二点ありま
す。一つは、机上の空論に終わらないよう常に現実を意識すること、そして、もう一つ
は、学問的権威に流されず屈しない反骨精神です。

就職状況
経済学部の卒業生は、経済学が仕事に直接的に役立つ金融や公務員
はもちろんですが、製造業、IT企業や各種サービス業など、様々な業種
に就職しています。それは、大阪市立大学経済学部のブランド力だけ
ではなく、どこででも通用する柔軟な思考の学生を育てていることに
よるものです。

ＩＨＩ、オービック、カシオ計算機、カネカ、ＴＯＴＯ、トヨタ自動車、みずほフィナ
ンシャルグループ、ヤンマー、阪急阪神ホールディングスグループ、阪和興
業、三井住友銀行、三菱電機、住友化学、森永乳業、西日本旅客鉄道、日立製
作所、野村證券、ＬＩＸＩＬ、大阪市役所、警察庁

主な就職先

就　職／202人
進　学／2人
その他／17人

卒業生進路状況

合計 221人

就職率 91.4％

企業等…165人　官公庁…37人　教員…0人 製造業
25.1%

公務
17.2%

情報通信業
7.9%

卸売業、
小売業
8.4%

サービス業
3.0%

医療、福祉  2.0%

教育、学習支援業  1.5%
電気・ガス・熱供給・水道業  1.0%

生活関連サービス業、娯楽業  1.0%

学術研究、専門・
技術サービス業  0.5%

宿泊業、飲食サービス業
0.5%

不動産業、
物品賃貸業
3.0%

建設業
3.0%

運輸業、
郵便業
3.4%

金融業、
保険業 
22.7%

就職先
（分野別）

平成30年度
卒業生調


