
学部等 経済学部 ①
学科等 経済学科

免許状の種類 中学校一種免許状（社会）

1 日本史概説 武廣亮平 教授
2 外国史概説 伊東七美男 非常勤
3 経済学史 塚本隆夫 非常勤
4 経済思想史 齋藤宏之 教授
5 日本経済史 岸田　真 准教授
6 西洋経済史 山下雄司 准教授
7 近代経済学史 藤井盛夫 教授
8 アジア経済史 今井就稔 非常勤
9 地誌学 宮地忠幸 准教授
10 自然地理学概論 島野安雄 非常勤
11 人文地理学概論 卜部勝彦 教授
12 経済地理学 宮地忠幸 准教授
13 国際政治経済学 杉浦史和 非常勤
14 社会保障法 藤本知彦 非常勤
15 国際政治論 大八木時広 非常勤
16 マルクス経済学 佐々木隆治 非常勤
17 国民所得論 枝松正行 非常勤
18 比較経済体制論 池本修一 教授
19 計量経済学 行武憲史 准教授
20 経済成長論 金谷貞男 非常勤
21 経済政策論 竹中康治 教授（再雇用）
22 経済政策論 小滝一彦 教授
23 農業経済論 新海宏美 准教授
24 国際経済論 南雅一郎 准教授
25 日本経済論 佐久間隆 教授
26 中国経済論 曽根康雄 教授
27 経済開発論 陸　亦群 教授
28 貨幣経済論 藤本訓利 非常勤
29 金融政策論 柳沼　寿 非常勤
30 社会政策論 今井　拓 非常勤
31 労働経済論 村上英吾 教授
32 社会保障論 髙智英太郎 非常勤
33 社会保障論 藤本知彦 非常勤
34 人口経済論 松倉力也 准教授
35 ミクロ経済分析 村上直樹 教授
36 マクロ経済分析 西山　朗 准教授
37 マクロ経済分析 日隈信夫 非常勤
38 公共経済学 川出真清 教授
39 環境経済論 根本志保子 教授
40 福祉経済論 宮里尚三 教授
41 アジア経済論 村上直樹 教授
42 都市問題論 浅田義久 教授
43 都市環境論 川西崇行 非常勤
44 女性労働論 村上英吾 教授
45 資源・エネルギー論 花田哲郎 非常勤
46 都市・農村システム論 宮地忠幸 准教授
47 年金論 久保知行 非常勤
48 現代産業論 小林世治 非常勤
49 経済数学Ⅰ 小林信治 教授
50 経済数学Ⅱ 小林信治 教授
51 ゲーム理論 小林信治 教授
52 ミクロ経済学Ⅰ 浅田義久 教授
53 ミクロ経済学Ⅰ 呉　逸良 教授
54 ミクロ経済学Ⅰ 齋藤哲哉 准教授
55 ミクロ経済学Ⅰ 中村靖彦 教授
56 マクロ経済学Ⅰ 小滝一彦 教授
57 マクロ経済学Ⅰ 吉田博之 教授
58 マクロ経済学Ⅰ 大内雅浩 准教授
59 マクロ経済学Ⅰ 中村靖彦 教授
60 マクロ経済学Ⅰ 西山　朗 准教授
61 ミクロ経済学Ⅱ 廣野桂子 教授
62 ミクロ経済学Ⅱ 鶴田大輔 教授
63 ミクロ経済学Ⅱ 金谷貞男 非常勤
64 ミクロ経済学Ⅱ 呉逸良 教授
65 マクロ経済学Ⅱ 吉田博之 教授
66 マクロ経済学Ⅱ 大内雅浩 准教授
67 マクロ経済学Ⅱ 廣野桂子 教授
68 マクロ経済学Ⅱ 西山　朗 准教授
69 Microeconomics 齋藤哲哉 准教授
70 Macroeconomics 齋藤哲哉 准教授
71 中級ミクロ経済学Ⅰ 有馬守康 専任講師
72 中級ミクロ経済学Ⅱ 有馬守康 専任講師
73 中級マクロ経済学 吉田博之 教授
74 制度派経済学 石田教子 准教授
75 家族社会学 小笠原祐子 教授
76 交通経済論Ⅰ 高田富夫 非常勤
77 交通経済論Ⅱ 高田富夫 非常勤
78 日本経済入門 佐久間隆 教授
79 経済分析入門 奥田麻衣 非常勤
80 経済分析入門 味水佑毅 非常勤

No. 科目名 教員氏名 職名



81 哲学概論 伊佐敷隆弘 教授
82 倫理学概論 根村直美 教授


