
2019 年度大学院経済学研究科 指導教員別 履修モデル 

Graduate School of Economics, AY 2019 Course Registration Model of each supervisor 

 

【荒木 一法准教授 Associate Prof. ARAKI Kazunori】 

指導教員 Supervisor 荒木 一法 ARAKI, Kazunori 

研究領域 Research Area 経済理論 Economic Theory 

専修名 Major 理論経済学 Theoretical Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ゲーム理論 I 

・ミクロ経済学 II 

・統計学 

・計量経済学Ⅰ 

・Game Theory I 

・Microeconomics II 

・Statistics 

・EconometricsⅠ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・Microeconomics Ⅲ 

・ゲーム理論Ⅱ 

・経済学のための数学 Ⅱ 

・Microeconomics Ⅲ 

・Game Theory Ⅱ 

・Mathematics for Economics Ⅱ 

備考 Notes 研究指導を希望する場合は早めにメ

ールにて相談してください。 

E-mail: kazaraki@waseda.jp 

Please contact me if you hope to work 

for your master thesis with my 

supervision. 

E-mail:kazaraki@waseda.jp 

【石川 竜一郎 准教授  Associate Prof. Ishikawa, Ryuichiro】 

指導教員 Supervisor 石川 竜一郎 ISHIKAWA, Ryuichiro 

研究領域 Research Area 経済理論 Economic Theory 

専修名 Major 理論経済学 Theoretical Economics 

指導言語 Language 日本語  ◯ 英語  ◯ Japanese  ◯ English  ◯ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ミクロ経済学 II 

・ゲーム理論 II 

・経済数学 III(最適化理論) 

・Microeconomics II 

・Game Theory II 

・Mathematics for Economics III 

 (Optimization Theory) 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・ミクロ経済学 IV 

・経済数学 I(解析学) 

・Microeconomics IV 

・Mathematics for Economics III 

 (Calculus) 

備考 Notes 研究指導を希望する場合には、早め

にメールで問い合わせてください。 

E-mail: r.ishikawa@waseda.jp 

Please contact me if you hope to write 

your master thesis with my 

supervision. 

E-mail: r.ishikawa@waseda.jp 

 

【荻沼 隆教授 Prof. OGINUMA Takashi】 

指導教員 Supervisor 荻沼 隆 OGINUMA, Takashi 

研究領域 Research Area 経済理論 Economic Theory 

専修名 Major 理論経済学 Theoretical Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 



（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ゲーム理論 II 

・ミクロ経済学 II または ミクロ経済 

 学Ⅳ 

・計量経済学Ⅰ 

・経済数学Ⅲ(最適化理論) 

・Game Theory II 

・Microeconomics II or  

 Microeconomics Ⅳ 

・Econometrics Ⅰ 

・Mathematics for Economics Ⅲ 

 (Optimization Theory) 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・ミクロ経済学 Ⅲ 

・実験経済学 

・マクロ経済学Ⅱ 

・Microeconomics Ⅲ 

・Experimental Economics 

・Macroeconomics Ⅱ 

備考 Notes 経済学未修者は、政治経済学部科

目「ミクロ経済学Ａ」「マクロ経済学

Ａ」「計量経済学」の同時受講を勧め

る。 

実証分析に関心のあるものは、計

量経済学Ⅱを受講する必要がある。 

その他、不明な点があれば、直接メ

ールにて問い合わせること。 

E-mail: oginuma@waseda.jp 

Students who have not previously 

studied economics are encouraged to 

register for the courses 

“Microeconomics A”, “Macroeconomics 

Ａ”,and “Econometrics” (offered by the 

School of Political Science and 

Economics) after enrollment.  

If you are interested in empirical 

analysis, you are supposed to register 

EconometricsⅡ. 

And if you want to get some more 

advice, contact me by e-mail.  

E-mail: oginuma@waseda.jp 

【笠松 學教授 Prof. KASAMATSU Manabu】 

指導教員 Supervisor 笠松 學 KASAMATSU, Manabu 

研究領域 Research Area 経済理論 Economic Theory 

専修名 Major 理論経済学 Theoretical Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses  

in the 1st Year by supervisor 

・マクロ経済学Ⅱ 

・経済数学 I（線形代数基礎） 

・経済数学 I（解析学基礎） 

・Macroeconomics Ⅱ 

・Mathematics for Economics I   

 (Introduction to linear algebra) 

・Mathematics for Economics I   

 (Introduction to Calculus) 

（2 年次からの論文指導受入の為 

に）1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses in  

the 1st year by supervisor 

・マクロ経済学(新古典派総合) 

・金融論 

・財政学 

・Macroeconomics (Neoclassical  

 Synthesis)  

・Money and Banking 

・Public Finance 

備考 Notes 経済学未修者は、政治経済学部

科目「ミクロ経済学ＡおよびＢ」「マ

クロ経済学Ａ及びＢ」「計量経済

学」の同時受講を勧める。 

その他、不明な点があれば、直接

メールにて問い合わせること。 

E-mail: 

kasamatsu@y.waseda.jp 

Students who have not previously 

studied economics are encouraged to 

register for the courses 

“Microeconomics Ａand 

B”,“Macroeconomics Ａand B”,and 

“Econometrics” (offered by the School of 

Political Science and Economics) after 

enrollment. 



And if you want to get some more 

advice, contact the supervisor directly. 

E-mail: kasamatsu@y.waseda.jp 

【河村 耕平教授 Prof. KAWAMURA Kohei】 

指導教員 Supervisor 河村 耕平 KAWAMURA, Kohei 

研究領域 Research Area 経済理論 Economic Theory 

専修名 Major 理論経済学 Theoretical Economics 

指導言語 

Language 

日本語   ○ 英語   ○ Japanese   ○ English   ○ 

※英語による研究指導が望ましい。 ※English is preferred 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ゲーム理論 II 

・計量経済学 I 

・Game Theory II 

・Econometrics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・実験経済学 

・Political Economy I 

・経済数学Ⅰ 

・経済学のための位相数学入門 

・Experimental Economics 

・Political Economy I 

・Mathematics for Economics I 

・Introduction to Topology for Economics 

備考 Notes 不明な点があれば、直接メールにて

問い合わせること。 

kkawamura@waseda.jp 

Feel free to contact me at 

kkawamura@waseda.jp 

【クヴァソフ デミトリ准教授 Associate Prof. KVASOV, Dmitriy】 

指導教員 Supervisor KVASOV, Dmitriy KVASOV, Dmitriy 

研究領域 Research Area 経済理論 Economic Theory 

専修名 Major 理論経済学 Theoretical Economics 

指導言語 Language 日本語  ― 英語  ○ Japanese    ― English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

― ・Microeconomics I 

・Game Theory I  

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

― ・Microeconomics II Game Theory II  

【田中 久稔准教授 Associate Prof. TANAKA Hisatoshi】 

指導教員 Supervisor 田中久稔 Hisatoshi Tanaka 

研究領域 Research Area 経済理論 Economic Theory 

専修名 Major 理論経済学 Theoretical Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ 日本語  ○ 英語  ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ミクロ経済学 III-IV 

・計量経済学 I 

・経済数学 III 

・Microeconomics III-IV 

・Econometrics I 

・Mathematics for Economics III 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・Econometrics II 

・応用ミクロ計量経済学 

・離散変量分析 

・Econometrics II 

・Applied microeconometrics 



備考 Notes 十分な数学能力を求めます Sufficient mathematical background 

required. 

【坂本達哉教授  Prof. SAKAMOTO Tatsuya】 

指導教員 Supervisor 坂本 達哉 SAKAMOTO, Tatsuya 

研究領域 Research Area 経済理論 Economic Theory 

専修名 Major 経済学説史 History of Economics 

指導言語 Language 日本語 ○ 英語 ○ Japanese ○ English ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ミクロ経済学Ⅰ ・Microeconomics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・マクロ経済学Ⅰ 

・経済学史 

・経済史方法論 

・Macroeconomics I 

・History of Economic Thought 

【近藤 康之教授 Prof. KONDO Yasushi】 

指導教員 Supervisor 近藤 康之 KONDO, Yasushi 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 計量経済学 Econometrics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学 I ・Econometrics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・Econometrics II 

・応用ミクロ計量経済学 

・Hybrid Input-Output 

Analysis in Industrial 

Ecology 

・産業エコロジー 

・環境経済学 

・Econometrics II (by the 3rd semester) 

・Applied microeconometrics 

・Hybrid Input-Output Analysis in 

Industrial Ecology 

・Industrial Ecology 

・Environmental Economics 

備考 Notes 質問がある場合は遠慮なくメール

で連絡してください。 

e-mail: ykondo@waseda.jp 

If you have any questions, please feel free 

to contact me at e-mail: 

ykondo@waseda.jp. 

【星野 匡郎准教授 Associate Prof. HOSHINO Tadao】 

指導教員 Supervisor 星野 匡郎 HOSHINO, Tadao 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 計量経済学 Econometrics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学１ 

・統計学 

上記の科目について既に十分な知

識を有していると認められる場合，

履修する必要はない． 

・Econometrics 1 

・Statistics 

This requirement may be waived if 

students can demonstrate equivalent 

skills. 

（2 年次からの論文指導受入の為に） ・経済数学 1（解析学） ・Math for Econ 1 (Calculus) 



1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・経済数学２（線形代数） 

・離散変量分析 

・Math for Econ 2 (Linear Algebra) 

・Econometrics 2 

【坂野 慎哉教授 Prof. SAKANO Shinya】 

指導教員 Supervisor 坂野 慎哉 SAKANO, Shinya 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 計量経済学 Econometrics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ― Japanese    ○ English    ― 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

統計学 

計量経済学Ⅰ 

時系列分析 

Statistics 

EconometricsⅠ 

Time Series Analysis 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

EconometricsⅡ 

経済数学Ⅰ 

経済数学Ⅱ 

EconometricsⅡ 

Mathematics for EconomicsⅠ 

Mathematics for EconomicsⅡ 

備考 Notes 質問がある場合は、メールで連絡し

てください。 

e-mail: ssa@waseda.jp 

If you have any questions, I can be 

reached at ssa@waseda.jp.  

【西郷 浩教授 Prof. SAIGO Hiroshi】 

指導教員 Supervisor 西郷 浩 SAIGO, Hiroshi 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 統計学 Statistics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・統計学 

・計量経済学 I 

・Statistics 

・Econometrics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・Econometrics II 

・応用ミクロ計量経済学 

・応用マクロ計量経済学 

・Economics II 

・Applied microeconometrics 

・Applied macroeconometrics 

備考 Notes 応用研究を計画している学生

は、その応用分野を専門とする

教員を指導教員とすること。 

Those students who plan to conduct 

applied works are advised to choose a 

supervisor whose research interests are 

related to the applied research. 

【野口 和也教授 Prof. NOGUCHI Kazuya】 

指導教員 Supervisor 野口 和也 NOGUCHI, Kazuya 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 経済統計 Economic Statistics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ― Japanese    ○ English    ― 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・経済統計 ・Economic Statistics 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

・統計学 ・Statistics 



Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・計量経済学 I 

・多変量解析 

・Econometrics I 

・Multivariate Analysis 

備考 Notes 不明な点があれば、直接メールにて

問い合わせること。 

E-mail: noguchi@waseda.jp 

If you want to get some more advice, 

contact me. 

E-mail: noguchi@waseda.jp 

【上田 貴子教授 Prof. UEDA Atsuko】 

指導教員 Supervisor 上田 貴子 UEDA, Atsuko 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 数量経済政策 Quantitative Economic Policy 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・統計学（必要な場合のみ） 

・計量経済学Ｉ 

・Statistics (only if needed) 

・Econometrics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

以下については、２年次１学期目ま

でに履修すること。英語科目で可。 

・修士論文のトピックに関連する分野 

 の科目 (労働経済、医療経済等) 

・修士論文で使用する推定方法の科 

 目（応用ミクロ計量経済学、 

 Econometrics II、等） 

Following courses should be credited 

until the third semester. 

・Courses related to research topic for  

 the Master thesis (e.g., labor  

 economics, health economics). 

・Courses on estimation methods  

 applied in the Master thesis (e.g.,  

 Applied micro-econometrics,  

 Econometrics II.) 

備考 Notes 研究指導は家計部門のクロス・セクシ

ョンまたはパネルデータを使用したミクロ

計量分析を優先的に受け入れる。時

系列データ分析や企業部門のテーマ

は受け入れない。指導は日本語・英

語両コースの合同で行う。不明な点が

あれば、メールで問い合わせるか予約

の上で研究室に来て下さい。 

E-mail: aueda@waseda.jp 

I accept research topics on micro- 

econometric analysis for household 

sector using cross-section or panel 

data with priority. Research topics on 

time-series analysis and firm behavior 

are NOT ADVISED. All advisees from 

Japanese- and English-based programs 

may be in the same class of master 

research. Please send email for inquiry 

or an appointment. （Email: 

aueda@waseda.jp） 

【中村 愼一郎教授 Prof. Dr. NAKAMURA Shinichiro】 

指導教員 Supervisor 中村 愼一郎 NAKAMURA, Shinichiro 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 産業エコロジー Industrial Ecology  

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・産業エコロジー 

・計量経済学 I 

・環境経済学 

・Industrial Ecology 

・Econometrics I 

・Environmental Economics 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

・ミクロ経済学 I or ミクロ経済学 II ・Micro Economics I or Micro Economics II 



Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

備考 Notes 不明な点があれば、メールにて問い

合わせること。 

E-mail:nakashin@waseda.jp 

For more advice, please send email to  

nakashin@waseda.jp 

【玉置 健一郎准教授 Associate Prof. TAMAKI Kenichiro】 

指導教員 Supervisor 玉置 健一郎 TAMAKI, Kenichiro 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 金融工学 Statistical Finance 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学Ⅰ 

・時系列分析 

・Econometrics Ⅰ 

・Time Series Analysis 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・ファイナンス 

・金融工学 

・応用マクロ計量経済学 

・Finance 

・Statistical Finance 

・Applied Macroeconometrics 

【片山 宗親准教授 Associate Prof. KATAYAMA Munechika】 

指導教員 Supervisor 片山 宗親 KATAYAMA, Munechika 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 応用マクロ計量経済学 Applied Macroeconometrics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・Macroeconomics III, IV 

・Econometrics I, II  

 もしくは、上記日本語対応科目 

・Macroeconomics III, IV 

・Econometrics I, II 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・Time Series Analysis 

・応用マクロ計量経済学 

・Time Series Analysis 

・Applied Macroeconometrics 

備考 Notes 不明な点があれば、直接メールにて問

い合わせること。 

E-mail:katayama@waseda.jp 

If you have any questions, I can be 

reached at mkatayama@waseda.jp.   

【朴 相俊教授 Prof. BAAK, Saang Joon】 

指導教員 Supervisor 朴 相俊 BAAK, Saang Joon 

研究領域 Research Area 統計・計量分析 Statistics and Econometrics 

専修名 Major 応用マクロ計量経済学 Applied Macroeconometrics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学Ｉ  

・応用マクロ計量経済学 (２年次  

 １学期目まで) 

・Econometrics I 

・Applied macroeconometrics (by the   

 end of the 3rd semester) 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

・「統計学」「多変量解析」「計量経 

 済学Ⅰ・Ⅱ」より１科目 

・One of the following courses: Statistics,  

 Multivariate Analysis, Econometrics II 



in the 1st year by supervisor 

【川口 浩教授 Prof. KAWAGUCHI Hiroshi】 

指導教員 Supervisor 川口 浩 KAWAGUCHI, Hiroshi 

研究領域 Research Area 経済史 Economic History 

専修名 Major 日本経済史 Economic History of Japan 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ― Japanese    ○ English    ― 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・日本経済史 

・国際日本経済史 

・経済史文献研究 I・II 

― 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・西洋経済史 

・アジア経済史 

― 

備考 Notes 経済史未修者は、政治経済学部

の経済史関連科目を受講すること

が望ましい。 

― 

【小林 和夫准教授  Associate Prof. KOBAYASHI Kazuo】 

指導教員 Supervisor 小林 和夫 KOBAYASHI, Kazuo 

研究領域 Research Area 経済史 Economic History 

専修名 Major 西洋経済史 Global Economic History 

指導言語 Language 日本語 ○ 英語 Japanese English 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・グローバル経済史の諸問題 B ・Topics in Global Economic History B  

 (Not offered in AY 2019) 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・日本経済史の諸問題 B 

・グローバル経済史の諸問題 A 

・経済史方法論 

・Topics in Japanese Economic History A 

・Topics in Global Economic History A 

備考 Notes グローバル経済史（1500 年頃から

現在まで）について学部生レベルの

基本的知識と関心を持っていることが

条件。経済史の未修者については、

学 部 生 対 象 科 目 「 経 済 史 入 門

A02」「西洋経済史の諸問題 B」の聴

講を勧める。 

Students must have a basic knowledge 

of undergraduate level and interest in 

global economic history (c. 1500 to the 

present). Students who have no 

background of studying history must 

take my undergraduate courses 

‘Introduction to Global Economic 

History 01’ and ‘Global Economic 

History 01’.   

【鎮目 雅人教授 Prof. SHIZUME Masato】 

指導教員 Supervisor 鎮目 雅人 SHIZUME, Masato 

研究領域 Research Area 経済史 Economic History 

専修名 Major 国際日本経済史 The Japanese Economy in the Modern World 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

面談のうえ決定する。 To be consulted with me. 



Required courses in the 1st year 

by supervisor 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

面談のうえ決定する。 To be consulted with me. 

備考 Notes 不明な点は直接メールにて問い合

わせること。E-mail: 

masato.shizume@waseda.jp 

If you have any question and/or need 

any advice, contact me directly. 

E-mail: masato.shizume@waseda.jp 

【本野 英一教授 Prof. MOTONO Eiichi】 

指導教員 Supervisor 本野英一 MOTONO Eiichi 

研究領域 Research Area 経済史 Economic History 

専修名 Major アジア経済史 Economic History of Asia 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・学部生対象のアジア経済史 

・Comparative Economic 

 History of Asia A・B 

・経済史方法論 

・Asian Economic History 

(for undergraduate students) 

・Comparative Economic 

 History of Asia A・B 

・Methodology of Economic History 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

― ― 

備考 Notes 学部段階で歴史学を専攻していなか

った場合、「経済史入門 A」・「アジア

経済史」の履修、聴講を済ませておく

こと。 

Email: byeinnyg@waseda.jp 

Students who have not majored 

history are required to attend such 

classes as “Introduction of Economic 

History A“ and“ Economic history of 

Asia”. 

Email: byeinnyg@waseda.jp 

【下川 哲教授  Prof. SHIMOKAWA Satoru】 

指導教員 Supervisor 下川 哲 Satoru Shimokawa 

研究領域 Research Area 経済政策 Economic Policy 

専修名 Major 農業経済学 Agricultural Economics 

指導言語 Language 日本語 〇 英語 〇 Japanese 〇 English 〇 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・Econometrics I 

・Microeconomics I 

・Political Economy I 

・Econometrics I 

・Microeconomics I 

・Political Economy I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・Agricultural Economics 

・Development Economics 

・Experimental Economics 

・医療経済学/Health Economics 

（このうちのいくつかは 2 年次の履修 

 でもかまわない） 

・Agricultural Economics 

・Development Economics 

・Experimental Economics 

・Health Economics 

（Some of them may be taken in the  

 2nd year.） 

備考 Notes ・その他、不明な点があれば、直接メ  ・Students are required to speak  



 ールにて問い合わせること。 

 s.shimokawa@waseda.jp  

 English in my seminar classes. 

・If you have any further question,  

 please contact me at  

 s.shimokawa@waseda.jp  

【小倉 義明教授  Prof. OGURA Yoshiaki】 

指導教員 Supervisor 小倉義明 Ogura, Yoshiaki 

研究領域 Research Area 経済政策 Economic Policy 

専修名 Major 金融論 Money and Banking 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ Microeconomics I, II  

・ 計量経済学 I、II 

・ 経済数学 I、II 

・ Microeconomics I, II  

・ Econometrics I, II 

・ Mathematics for Economics I, II 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・ 金融論 

・ ファイナンス 

・ 産業組織論 

・ Money and Banking 

・ Finance 

・ Industrial Organization 

備考 Notes 不明な点があればメールにて問い合

わせること。 

E-mail: yogura@waseda.jp 

Contact me via e-mail for further 

information. 

E-mail: yogura@waseda.jp 

【清水 和巳教授 Prof. SHIMIZU Kazumi】 

指導教員 Supervisor 清水 和巳 SHIMIZU Kazumi 

研究領域 Research Area 経済政策 Economic Policy 

専修名 Major 政治経済学方法論 Methodology for Political Economy 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ゲーム理論 I 

・ミクロ経済学 I 

・計量経済学 I 

・実験経済学 

・Game Theory I 

・Microeconomics I 

・Econometrics I 

・Experimental Economics 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・ゲーム理論 II 

・ミクロ経済学 II 

・厚生経済学 or 公共経済学 

・経済数学 I（線形代数基礎）or 

経済数学 I（解析学基礎） 

・Game Theory II 

・Microeconomics II 

・Welfare Economics or Public  

 Economics 

・Mathematics for Economics I   

 (Introduction to linear algebra) or 

 Mathematics for Economics  

 I(Introduction to Calculus) 

備考 Notes 経済学未修者は、政治経済学部科

目「ミクロ経済学Ａ」「マクロ経済学

Ａ」「計量経済学」の同時受講を勧

める。 

その他、不明な点があれば、直接

メールにて問い合わせること。 

E-mail:skazumi1961@gmail.c

Students who have not previously 

studied economics are encouraged to 

register for the courses 

“Microeconomics Ａ”,“Macroeconomics 

Ａ”,and “Econometrics” (offered by the 

School of Political Science and 

Economics) after enrollment. 



om And if you want to get some more 

advice, contact me. 

E-mail: skazumi1961@gmail.com 

【戸村 肇准教授 Associate Prof. TOMURA Hajime】 

指導教員 Supervisor 戸村 肇 TOMURA, Hajime 

研究領域 Research Area 経済政策 Economic Policy 

専修名 Major 金融論 Money and Banking 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ ミクロ経済学 II 

・ 計量経済学 I 

・ 経済数学 III 

・ Microeconomics II  

・ Econometrics I 

・ Mathematics for Economics III 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・ マクロ経済学 III&IV または金

融論 

・ Macroeconomics III＆IV, or Money 

and Banking 

備考 Notes 研究指導を希望する場合は早めに

メールにて相談してください。 

E-mail: htomura@waseda.jp 

Please contact me if you hope to work for 

your master thesis with my supervision. 

E-mail:htomura@waseda.jp 

【白木 三秀教授 Prof. SHIRAKI Mitsuhide】 

指導教員 Supervisor 白木三秀 SHIRAKI, Mitsuhide 

研究領域 Research Area 公共政策 Public Policy  

専修名 Major 社会政策 Social Policy 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・人的資源管理の経済学 

・人事経済学 

・Economics for Human Resource   

 Management 

・Personnel Economics 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・労働経済学 

・経済統計 

・多変量解析 

・社会保障論 

・財政学 

・中国経済論 

・東南アジア経済論 

・Labor Economics 

・Economic Statistics 

・Multivariate Analysis 

・Social Security 

・Public Finance 

・Chinese Economy 

・Southeast Asian Economies 

備考 Notes “Academic Writing in 

English”、ならびに、他研究科の

関連ある講義の受講を勧める。 

経済学未修者は、政治経済学

部科目「ミクロ経済学Ａ」「マクロ経

済学Ａ」「計量経済学」の同時受

講を勧める。 

その他、不明な点があれば、直

接メールにて問い合わせること。

E-mail: 

・I also recommend to register such 

lectures as “Academic Writing in 

English” and the related lectures, which 

are provided in other graduate schools. 

Students who have not previously 

studied economics are encouraged to 

register the courses “Microeconomics 

Ａ”, “Macroeconomics Ａ”, and 

“Econometrics” (offered by the School of 

Political Science and Economics). 



mshiraki@waseda.jp And if you want to get some more 

advice, contact me through email. 

E-mail: mshiraki@waseda.jp. 

【大湾 秀雄教授 Prof. OWAN Hideo】 

指導教員 Supervisor 大湾秀雄 Hideo Owan 

研究領域 Research Area 公共政策 Public Policy  

専修名 Major 人事経済学 Personnel Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学 I 

・人事経済学 

・Econometrics I 

・Personnel Economics  

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・労働経済学 

・多変量解析 

・実験経済学 

・Labor Economics 

・Multivariate Analysis 

・Experimental Economics 

備考 Notes 不明な点があれば、直接メールにて

問い合わせること。 

kkawamura@waseda.jp 

Feel free to contact me at 

kkawamura@waseda.jp 

【村上 由紀子教授 Prof. MURAKAMI Yukiko】 

指導教員 Supervisor 村上由紀子 MURAKAMI, Yukiko 

研究領域 Research Area 公共政策 Public Policy  

専修名 Major 労働経済学 Labor Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・労働経済学 

・計量経済学 I 

・Labor Economics 

・Econometrics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・経済統計 

・多変量解析 

・応用ミクロ計量経済学 

・比較経済制度分析 

・公共経済学 

・人的資源管理の経済学 

・産業組織論 

・社会保障論 

・人事経済学 

・Economic Statistics 

・Multivariate Analysis 

・Comparative Economic Institution   

 Analysis 

・Public Economics 

・Economics for Human Resource   

 Management 

・Industrial Organization 

・Social Security 

・Academic Writing in English 

・Personnel Economics 

備考 Notes 履修が望ましい科目は各自の研究

テーマによって異なるため上記は必須

ではない。質問があれば、メールで問

い合わせること。 

E-mail: myukieco@waseda.jp 

If you have any questions, please do not 

hesitate to email me. 

E-mail: myukieco@waseda.jp 

【須賀 晃一教授 Prof. SUGA Koichi】 



指導教員 Supervisor 須賀 晃一 SUGA, Koichi 

研究領域 Research Area 公共政策 Public Policy  

専修名 Major 公共経済学 Public Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ゲーム理論 I 

・ゲーム理論 II 

・計量経済学 I 

・Game Theory I 

・Game Theory II 

・Econometrics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・公共経済学 

・環境経済学 

・医療経済学 

・財政学 

・社会保障論 

・Public Economics 

・Environmental Economics 

・Health Economics 

・Public Finance 

・Social Security 

備考 Notes 経済学未修者は、政治経済学部

科目「ミクロ経済学Ａ」「マクロ経済

学Ａ」「計量経済学」の同時受講

を勧める。 

その他、不明な点があれば、直

接メールにて問い合わせること。 

E-mail: ksuga@waseda.jp 

Students who have not previously studied 

economics are encouraged to register for 

the courses “Microeconomics 

Ａ”,“Macroeconomics Ａ”,and 

“Econometrics” (offered by the School of 

Political Science and Economics) after 

enrollment. 

And if you want to get some more advice, 

contact me. 

E-mail: ksuga@waseda.jp 

【安達 剛准教授 Associate Prof. ADACHI Tsuyoshi】 

指導教員 Supervisor 安達 剛 ADACHI, Tsuyoshi 

研究領域 Research Area 公共政策 Public Policy  

専修名 Major 公共経済学 Public Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English   ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ゲーム理論ⅠおよびⅡ 

・ミクロ経済学Ⅱ 

・公共経済学 

・Game Theory I and II 

・Microeconomics II 

・Public Economics 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・ミクロ経済学Ⅳ 

・Political EconomyⅠorⅡ 

・経済数学Ⅲ 

・Microeconomics IV 

・Political Economy I or II 

・Mathematics for Economics III 

備考 Notes E-mail:ts.adachi@waseda.jp E-mail:ts.adachi@waseda.jp 

【有村 俊秀教授 Prof. ARIMURA Toshi H.】 

指導教員 Supervisor 有村俊秀 ARIMURA, Toshi H. 

研究領域 Research Area 公共政策 Public Policy  

専修名 Major 環境経済学 Environmental Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・統計学 

・計量経済学 I 

・環境経済学 

・Statistics 

・Econometrics I 

・Environmental Economics 



・応用ミクロ計量経済学 ・Academic Writing in English 

・Applied Microeconometrics 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・医療経済学 

・産業エコロジー 

・公共経済学 

・財政学 

・産業組織論 

・Health Economics 

・Industrial Ecology 

・Empirical Analysis of Economics 

・Industrial Organization 

・Public Finance 

備考 Notes 経済学未修者は、政治経済学部科

目「ミクロ経済学Ａ」「マクロ経済学

Ａ」「計量経済学」の同時受講を勧め

る。 

その他、不明な点があれば、直接メ

ールにて問い合わせること。 

E-mail: arimura@waseda.jp 

Students who have not previously 

studied economics are encouraged to 

register for the courses 

“Microeconomics 

Ａ”,“Macroeconomics Ａ”,and 

“Econometrics” (offered by the School 

of Political Science and Economics) 

after enrollment. 

And if you want to get some more 

advice, contact me. 

E-mail: arimura@waseda.jp 

【野口 晴子教授 Prof. NOGUCHI Haruko】 

指導教員 Supervisor 野口 晴子 NOGUCHI, Haruko 

研究領域 Research Area 公共政策 Public Policy  

専修名 Major 医療経済学 Public Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学 I 

・医療経済学 

・応用ミクロ計量経済学 

・応用マクロ計量経済学 

・Econometrics I 

・Health Economics 

・Applied Microeconometrics 

・Applied Macroeconometrics 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・公共経済学 

・財政学 

・社会保障論 

・多変量解析 

・Public Economics 

・Public Finance 

・Social Security 

・Multivariate Analysis 

備考 Notes 経済学未修者は、政治経済学部

科目「ミクロ経済学Ａ」「マクロ経済

学Ａ」「計量経済学」の同時受講を

勧める。 

その他、不明な点があれば、直接

メールにて問い合わせること。 

E-mail:h.noguchi@waseda.jp 

Students who have not previously 

studied economics are strongly 

encouraged to register for the courses 

“Microeconomics Ａ”,“Macroeconomics 

Ａ”,and “Econometrics” (offered by the 

School of Political Science and 

Economics) after enrollment. 

And if you want to get some more 

advice, contact me. 

E-mail: h.noguchi@waseda.jp 

【浅古 泰史准教授 Associate Prof. ASAKO Yasushi】 

指導教員 Supervisor 浅古 泰史 ASAKO, Yasushi 

研究領域 Research Area 公共政策 Public Policy  



専修名 Major 政治経済学 Political Economics 

指導言語 Language 

 

日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

※演習は英語で行う。 ― 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ゲーム理論 II 

・計量経済学 I 

・Game Theory II  

・Econometrics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・Political Economy I and II 

・公共経済学 

（このうちいくつかは、2 年次に履修

してもかまわない） 

・Political Economy I and II 

・Public Economics 

 (Some of them may be taken in the 

2nd year.) 

備考 Notes ・上記の科目は対応する英語科目  

 でも構わない． 

・演習は英語で行う． 

・その他、不明な点があれば、直接メ 

 ールにて問い合わせること． 

 yasushi.asako@waseda.jp 

・I also assume that students are １  

 familiar with differential calculus. 

・Students are required to speak English  

 in my seminar classes. 

・If you want to get some more advice,  

 contact me. 

 yasushi.asako@waseda.jp 

【金子 昭彦教授  Prof. KANEKO Akihiko】 

指導教員 Supervisor 金子 昭彦 KANEKO, Akihiko 

研究領域 Research Area 国際経済 International Economics 

専修名 Major 国際経済論 International Economics 

指導言語 Language 日本語 ○ 英語 ○ Japanese ○ English ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学 I 

・ミクロ経済学 I,  II 

・ゲーム理論 I, II 

・マクロ経済学 I, II 

・Econometrics I 

・Microeconomics I, II 

・Game Theory I, II 

・Macroeconomics I, II 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・マクロ経済学 III, IV 

・国際経済学 

・Macroeconomics III, IV 

・International Economics 

備考 Notes 問い合わせ先 

akaneko@waseda.jp 

If you want to get some more advice, 

contact me. akaneko@waseda.jp 

【内藤 巧 教授  Prof. NAITO Takumi】 

指導教員 Supervisor 内藤 巧 NAITO Takumi 

研究領域 Research Area 国際経済 International Economics 

専修名 Major 国際経済論 International Economics 

指導言語 Language 日本語 ○ 英語 ○ Japanese ○ English ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ミクロ経済学 I, II (or III, IV) 

・マクロ経済学 I, II (or III, IV) 

・統計学，計量経済学 I 

・Microeconomics I, II (or III, IV) 

・Macroeconomics I, II (or III, IV) 

・Statistics, Econometrics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・国際経済学 

・国際貿易論 

・国際金融論 

・International Economics 

・International Trade 

・International Finance 



・開発経済論 

・空間経済学 

・Development Economics 

・Spatial Economics 

備考 Notes 詳細については以下を見よ： 

<http://www.f.waseda.jp/tnai

to/forapplicants.html> 

<tnaito@waseda.jp> 

<http://www.f.waseda.jp/tnai

to> 

For details, see:  

<http://www.f.waseda.jp/tnaito/fora

pplicants.html> 

<tnaito@waseda.jp> 

<http://www.f.waseda.jp/tnaito> 

【濵野 正樹准教授 Associate Prof. HAMANO Masaki】 

指導教員 Supervisor 濵野 正樹 Masashige Hamano 

研究領域 Research Area 国際経済 International Economics 

専修名 Major 国際経済論 International Economics 

English 

○ 

日本語 ○ 英語 ○ Japanese ○ English ○ 

※英語による研究指導が望ましい。 ※English is preferred 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学 I  

・国際金融論 

・マクロ経済学 Ⅲ(一般均衡) 

・Econometrics I 

・International Finance 

・Macroeconomics Ⅲ(General   

 Equilibrium) 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・Econometrics Ⅱ 

・開発経済論 

・国際公共経済政策 

・日本経済論 

・アジア経済論 

（このうちいくつかは、2 年次に履修し

てもかまわない） 

・Econometrics II 

・Development Economics 

・International Public Economic Policy 

・Japanese Economy 

・Asian Economy 

(Some of them may be taken in the 2nd 

year.) 

備考 Notes ・担当者のウェブサイトをよく読んで、

担当者の研究について十分に把握し

ておくこと。

https://masashige-hamano.w

ebnode.jp/ 

・指導希望者は直接メールにて問い

合わせること。 

E-mail: 

masashige.hamano@gmail.co

m 

For potential candidates asking my 

supervision, please read my website 

carefully at 

https://masashige-hamano.webnode.j

p/ so that you can get clear 

understandings of my research fields.  

・If you ask my supervision, please 

contact me directly by E-mail: 

masashige.hamano@gmail.com 

【深川 由起子教授 Prof. FUKAGAWA Yukiko】 

指導教員 Supervisor 深川由起子 FUKAGAWA, Yukiko 

研究領域 Research Area 国際経済 International Economics 

専修名 Major 開発経済論 Development Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学 Ⅰ 

・応用ミクロ計量経済学 

・開発経済論 

・Econometrics Ⅰ 

・Empirical Analysis of Economics 

・Development Economics 



（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・アジア経済論 

・国際マクロ経済学 

・経済成長理論 

・Experimental Economics 

・Asian Economy 

・International Macroeconomics 

・Economic growth theory 

・Experimental Economics 

備考 Notes 経済学未修者は政治経済学部科

目「ミクロ経済学 A」「マクロ経済学

A」「計量経済学」の同時受講を勧

める。その他、不明な点があれば、直

接メールにて問い合わせること。 

E-mail:fukagawa@waseda.jp 

Students who have not previously 

studied economics are encouraged to 

register for the courses 

“Microeconomics A”, “Macroeconomics 

A” and “Econometrics” offered by the 

School of Political Science and 

Economics.  

If you have questions please contact 

fukagawa@waseda.jp 

 

【小西 秀樹教授 Prof. KONISHI Hideki】 

指導教員 Supervisor 小西 秀樹 KONISHI, Hideki 

研究領域 Research Area 国際経済 International Economics 

専修名 Major 国際政治経済学 Global Political Economy 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・計量経済学Ⅰ 

・ミクロ経済学Ⅰ 

・ゲーム理論Ⅰ 

・マクロ経済学Ⅰ 

・Econometrics Ⅰ 

・Microeconomics I 

・Game Theory I 

・Macroeconomics I 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・Political Economy I and II 

・国際マクロ経済学 

・国際公共経済政策 

・Political Economy I and II 

・International Macroeconomics 

・International Public Economic Policy 

備考 Notes 何か質問があれば，以下にメールし

てください． 

E-mail:h.konishi@waseda.jp 

If you have any questions, email me at  

h.konishi@waseda.jp 

【齊藤有希子准教授 Associate Prof. SAITO Yukiko  】 

指導教員 Supervisor 齊藤 有希子 SAITO, Yukiko 

研究領域 Research Area 国際経済 International Economics 

専修名 Major 空間経済学 Spatial Economics 

指導言語 Language 日本語  ○ 英語  ○ Japanese    ○ English    ○ 

英語による指導が望ましい English is preferred. 

英語での研究指導 

Supervision in English 

・ミクロ経済学Ⅰ, Ⅱ 

・計量経済学Ⅰ, Ⅱ 

・統計学 

・MicroeconomicsⅠ, Ⅱ 

・EconometricsⅠ, Ⅱ 

・Statistics 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・空間経済学 

・多変量解析 

・Spatial Economics 

・Multivariate Analysis 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

質問があれば連絡して下さい。 If you have any questions, please 



Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

saito-yukiko@waseda.jp contact me. 

saito-yukiko@waseda.jp 

【高橋 遼准教授  Associate Prof. TAKAHASHI Ryo】 

指導教員 Supervisor 高橋 遼 Takahashi Ryo 

研究領域 Research Area 国際経済 International Economics 

専修名 Major 開発と環境の経済学 Economics of Development and 

Environment 

指導言語 Language 日本語 〇 英語 〇 Japanese ✔ English ✔ 

※ 原則、英語で行う。   

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次の履修が不可欠な科目 

Required courses in the 1st year 

by supervisor 

・ 計量経済学 I, II 

・ 開発と環境の経済学 

・ Econometrics I, II 

・ Economics of Development and 

Environment 

（2 年次からの論文指導受入の為に） 

1 年次での履修が望ましい科目 

Recommended courses  

in the 1st year by supervisor 

・ 応用ミクロ計量経済学 

・ 開発経済論 

・ 環境経済学 

・ 農業経済学 

・ 実験経済学 

・ Applied Microeconometrics 

・ Development Economics 

・ Environmental Economics 

・ Agricultural Economics 

・ Experimental Economics  

備考 Notes その他、不明な点があれば、直接、メ

ールで問い合わせてください。 

If you have any further question, 

please contact me. 

 


