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優れた政策提言能力と卓越した倫理観

を持つ経済人育成のために、基礎的な

語学力、基本的な問題分析能力をもつ

学生の入学を希望します。

不測の事態が発生した場合の諸連絡

　災害や感染症の流行等により、試験日程や選抜内容等に変更が生じた

場合は、次のホームページ等により周知しますので、出願前や受験前は

特に注意してください。　　　　　　　

　　　　　◇経済学部・経済学研究科ホームページ　　　　　　　　

URL　http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/

　　　　　◇連絡窓口　　　　　　　　　　　　　　　

経済学研究科入試担当　　TEL 052-789-2357









2020年度受入可能教員リスト（博士前期課程） List of the faculty who can accept students. (Master’s Program) 
 
社会経済システム専攻 (Socio-Economic System) 

氏名／Name 専門分野／Research Field 

安達 貴教 ADACHI, Takanori 産業組織論、競争政策論 
Industrial Organization, 

Competition Policy 

伊藤カンナ ITO, Kanna 西洋経済史 Economic History 

隠岐 さや香 OKI, Sayaka 科学技術史、社会思想史 
History of Science, History of Social 

Thought 

工藤 教孝 KUDOH, Noritaka マクロ経済学 Macroeconomics 

小堀 聡 KOBORI, Satoru 日本経済史 Japanese Economic History 

齊藤 誠 SAITO, Makoto 金融・ファイナンス、マクロ経済学 Money/ Finance, Macroeconomics 

清水 克俊 SHIMIZU, Katsutoshi 金融論 
Banking, Finance, and Monetary 

Economics 

園田 正 SONODA, Tadashi 農業経済 Agricultural Economics 

立石 寛 TATEISHI, Hiroshi 数理経済学 Mathematical Economics 

玉井 寿樹 TAMAI, Toshiki 公共経済学 Public Economics 

田村 彌 TAMURA, Wataru 情報の経済学 Information Economics  

土井 康裕 DOI, Yasuhiro 経済統合論 Economic Integration 

中村 さやか  NAKAMURA, Sayaka 医療経済学 Health Economics 

鍋島 直樹  NABESHIMA, Naoki 政治経済学 Political Economy 

根本 二郎  NEMOTO, Jiro 計量経済学 Econometrics 

福澤 直樹  FUKUZAWA, Naoki 西洋経済史 Occidental Economic History 

藤田 真哉 FUJITA, Shinya 政治経済学 Political Economy 

柳原 光芳 YANAGIHARA, Mitsuyoshi 財政学 Public Finance 

柳瀬 明彦 YANASE, Akihiko 国際経済学 International Economics 

 

産業経営システム専攻 (Industrial Management System) 

氏名／Name 専門分野／Research Field 

犬塚 篤  INUZUKA, Atsushi  経営組織論 Organization Management 

坂口 順也 SAKAGUCHI, Junya 管理会計 Management Accounting 

高橋 秀徳 TAKAHASHI, Hidenori  ファイナンス Finance 

中島 英喜  NAKASHIMA, Hideki ファイナンス Finance, Portfolio Theory 

中屋 信彦 NAKAYA, Nobuhiko 比較経営論 Comparative Management 

野口 晃弘  NOGUCHI, Akihiro 財務会計 Financial Accounting 

樋野 励 HINO, Rei 生産管理、作業計画 Production Management, Scheduling 

宮崎 正也  MIYAZAKI, Masaya 経営戦略 Management Strategy 

山口 景子 YAMAGUCHI, Keiko マーケティング・サイエンス Marketing Science 

 

 

 

http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000399_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000399_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000724_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000724_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100009089_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100009089_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100008682_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100008682_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000751_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000751_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000312_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000312_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000742_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000742_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000784_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000784_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000748_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000748_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100009296_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100009296_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000754_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000754_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100005701_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100005701_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000409_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000409_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000772_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000772_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000778_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000778_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000747_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000747_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000793_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000793_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100007166_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100007166_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100007167_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100007167_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100009719_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100009719_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100009092_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100009092_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000755_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000755_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100003840_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100003840_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000779_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000779_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100003775_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100003775_en.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000740_ja.html
http://profs.provost.nagoya-u.ac.jp/view/html/100000740_en.html


 
【参考図書および出題範囲について】 
類   参考図書  出題範囲  

A 類  ミクロ経済学  神取道宏『ミクロ経済学の力』日本評論社  ミクロ経済学・マクロ

経済学・計量経済学（統

計学分野を含む）の各

分野から１題ずつ出題

する。  

マクロ経済学  マンキュー『マクロ経済学』（I 入門篇＆II 

応用篇）東洋経済新報社  

計量経済学  

（統計学分野を含む）  

・Newbold, P., W.L. Carlson, B. Thorne. 

Statistics for Business and Economics. 

Prentice Hall. 

・ Wooldridge, J.M. Introductory 

Econometrics: A Modern Approach. 

Thomson Higher Education. 

・ Stock, J.H. and M.W. Watson, 

Introduction to Econometrics. Pearson 

Education Limited.（ストック＝ワトソ

ン『入門  計量経済学』共立出版）  

B 類  政治経済学・経済史  とくに指定しない  政治経済学・経済史の

各分野から１題ずつ出

題する。  

C 類  

 

経営学  とくに指定しない  経営戦略，マーケティ

ング，経営組織，組織

行動，生産管理の全般

から合計 2 題を出題す

る。  

D 類  会計学  ・桜井久勝『財務会計講義』中央経済社  

・山本浩二・小倉昇・尾畑裕・小菅正伸・ 中

村博之『スタンダードテキスト管理会計

論』中央経済社  
・櫻井通晴『管理会計』同文舘出版  

財務会計・管理会計の

各分野から１題ずつ出

題する。  

E 類  社会人コース専用（経

済事情関係）  

とくに指定しない   

社会人コース専用（経

営事情関係）  

とくに指定しない   

（注）参考図書：できるだけ最新版を用いて学習すること。  



入　学　志　願　書

2020 年度　博士前期課程

名古屋大学大学院経済学研究科

受験番号
×
No.

社会人コース第２次

※
都　道　府　県

※※ ※※

性　　別
（　ふ　り　が　な　）

氏　　　　　名

第１志望 第２志望志　望　す　る

指　導　教　員

希望研究テーマ

本　　籍　　地

（　ふ　り　が　な　）

現　　住　　所

（　ふ　り　が　な　）

受　信　場　所

最　終　学　歴

　（〒　　　－　　　　）

（電　　話）

（携帯電話）

（E mai l）

　（〒　　　－　　　　）

（電　　話）

（携帯電話）

（E mai l）

 （西暦）　　　　年　　　月　　　日生

大学　　　　学部　　　　学科卒業

大学大学院　　　　　　　課程修了

（西暦）　　　　年　　　月

注意１．×印欄は記入を要しない。

　　２．※印欄の記入は該当事項を○で囲むこと。

　　３．西暦で記入すること。

　　４．※※印欄の志望する指導教員は、受入可能教員リストから選ぶこと。



履　　　歴　　　書

（　ふ　り　が　な　）

氏　　　　　名

　（西暦）　　　　　 年　　 月　　 日生

受　験　番　号

期　　　間

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

学　　　　　　　　　　　　　　歴

高等学校卒業

Ⅰ　学歴（高等学校卒業以降を記入すること。ただし、出願資格（3）,（4）,（5）による場合は初等教育（小学校）から記入のこと。）

記入上の注意　　専門学校等教育機関と考えられるものはすべて記入すること。

×



～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

　記入上の注意　　年月・勤務先・職名・地位等の名称は正確に記入すること。

　　　　（記入例）

　1990．10 － 1993．９　××××株式会社××部××課××係長××担当

　1993．10 － 1997．９　　　　 〃　　　　△△部△△課長△△担当

　1997．10 －　　　　　　　　  〃　　　　○○部○○課長○○担当　　現在に至る

Ⅱ　職歴

Ⅲ　社会活動歴

期　　間（年月）

期　　間（年月）

職　歴　期　間　計 年　　　月

社会活動歴期間計 年　　　月

職歴（勤務先・職名・地位等の名称・常勤、非常勤の別）

活　　　　動　　　　歴（活動内容）



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 








