岡山商科大学 経済学部 教員一覧
2016年4月現在

氏名
職名
最終学歴
職歴
主要担当科目
研究テーマ

社会的活動

氏名
職名
最終学歴
主要担当科目
研究テーマ
主要著書
・論文

石原 憲 （いしはら けん）
専任講師
国立音楽大学 音楽学部 器楽学科 トランペット専攻 （学士（芸術学））
倉敷市公立学校 教諭（音楽）、 岡山県立高等学校 教諭（音楽）
教養演習、 芸術
管楽合奏における響きと表現、心を豊かにする音楽活用法
岡山県中学校吹奏楽連盟理事（1985～1986）
岡山県高等学校吹奏楽連盟理事(1987～2013)
岡山県高等学校吹奏楽連盟副理事長(1997～2000)
岡山県高等学校吹奏楽連盟理事長(2001～2006)
岡山県吹奏楽連盟副理事長(2001～2006)、 中国吹奏楽連盟代議員（2001～2006）
第60回国民体育大会「晴れの国おかやま国体」式典音楽隊 指揮者（2005）
第5回全国障害者スポーツ大会「輝いて！おかやま大会」式典音楽隊 指揮者(2005)
中国吹奏楽連盟理事（2007～)
岡山県吹奏楽コンクール審査員（2014～）
第50回岡山県学生音楽コンクール 金管部門 審査員（2015）
井尻 裕之 （いじり ひろゆき）
専任講師
神戸大学大学院 経済学研究科 博士課程 （博士（経済学））
金融論、 経済数学、 経済データ分析
金融政策の実証分析、時系列モデル、ベイズ推定
「Re-evaluating Japan's Quantitative Easing Policy (2001-2006): An Application of
the TVP-VAR Model」、Japanese Journal of Monetary and Financial Economics
「金融危機とインフレ期待」、国民経済雑誌
「Quantitative Easing Policy, Exchange Rates and Business Activity by Industry
in Japan from 2001-2006」、Discussion Paper. Graduate School of Economics,
Kobe University

氏名
職名
最終学歴
主要担当科目
研究テーマ
主要著書
・論文
その他

大村 茂 （おおむら しげる）
准教授
神戸商科大学大学院 経済学研究科 博士課程 （経済学修士）
開発政策、 アジア経済分析、 アジア経済政策、 経済学
世界およびアジア地域他の所得分布不平等について
「世界および７大地域の所得分布不平等の動向（1960－2000年）」、
岡山商大論叢
高校商業・社会・英語教員免許、 中学社会・英語教員免許

氏名
職名
最終学歴
主要担当科目
研究テーマ
主要著書
・論文

加藤 真也 （かとう しんや）
専任講師
神戸大学大学院 経済学研究科 博士課程 （博士（経済学））
環境経済学、 計量経済学、 経済情報処理、 特別演習
応用一般均衡（CGE）、排出権取引、再生可能エネルギー
「排出量取引における原単位方式に関する実証分析」、六甲台論集
「排出量取引における総量規制方式と原単位方式の比較」、国民経済雑誌

氏名
職名
最終学歴
職歴
主要担当科目
研究テーマ
主要著書
・論文

國光 類 （くにみつ るい）
専任講師
神戸大学大学院 経済学研究科 博士課程 （博士（経済学））
公益財団法人医療科学研究所 研究員
社会保障論、 日本経済基礎、 教養演習
介護保険の実証分析、バリアフリー住宅の経済分析
「介護保険における要介護認定の地域格差分析」、季刊社会保障研究
「住宅のバリアフリー化による介護軽減効果」、
Kobe University Graduate School of Economics Working Paper Series
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氏名
職名
最終学歴
主要担当科目
研究テーマ
主要著書
・論文

社会的活動
その他
氏名
職名
最終学歴
職歴
主要担当科目
研究テーマ
主要著書
・論文
社会的活動
その他

佐井 至道 （さい しどう）
教授
岡山大学大学院 自然科学研究科 博士課程 （博士（学術））
統計学総論、 経済統計論、 市場調査論
官庁統計などの個票データに対する秘匿措置とリスク評価の研究
「Optimum Stratification Based on Concomitant Variables」、学位論文
「母集団寸法指標のノンパラメトリック推定」、統計数理
「多重母集団寸法指標のノンパラメトリック最尤推定 － 2時点の個票データへの
適用－」、統計数理
日本統計学会欧文誌編集委員（2004年～2008年）、和文誌編集委員（2015年～）
大学入試センター教科科目第一委員会委員（出題委員）（2008年～2011年）
日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（審査委員）（2010年～2012年）
瀬戸内市水道事業審議会会長（2011年～2012年）
日本行動計量学会優秀賞（林知己夫賞）
佐藤 豊信 （さとう とよのぶ）
教授、 キャリアセンター長
京都大学大学院 農学研究科 博士課程 （農学博士）
岡山大学大学院 環境生命科学研究科 教授、 岡山大学 理事・副学長
農業経済論、 地域政策
農山村地域の活性化戦略
『環境と資源の経済学』、明文書房
「家畜糞尿堆肥化促進政策の経済分析」、農業経済研究
農林水産省「生産局関連補助事業」選定審査委員会委員長
国土交通省「中国圏広域地方計画学識者等会議」委員
一般財団法人岡山農山村地域研究所理事
公益財団法人八雲環境科学振興財団理事

氏名
職名
最終学歴

駿河 輝和 （するが てるかず）
教授
大阪大学大学院 経済学研究科 博士後期課程中退 （博士（経済学、大阪大学））
大阪大学 経済部 助手、 大阪府立大学 経済学部 講師、助教授、教授
職歴
神戸大学大学院 国際協力研究科 教授、 研究科長
主要担当科目 経済政策、 ミクロ経済学、 経済学、 特別演習
研究テーマ
ラオス・モンゴルの人的資源と経済成長
主要著書
『雇用慣行の変化と女性労働』（共編著）、東京大学出版会
・論文 「Entrepreneurial Human Capital and Micro and Small Business in Lao PDR」、
Developing Economies
日本経済学会理事（1999年度～2005年度）
社会的活動
『経済政策ジャーナル』編集委員長（2006年度～2009年度）
氏名
職名
最終学歴
主要担当科目
研究テーマ
主要著書
・論文
社会的活動

田中 勝次 （たなか かつじ）
教授、 経済学部長
神戸大学大学院 経済学研究科 博士課程 （経済学修士）
国際金融論、 国際経済政策、 岡山経済分析
通貨危機の早期警戒指標
『エマージング市場経済における通貨危機の分析』、西日本法規出版
「取引コストと媒介通貨 ―理論的考察―」、『現代経済学の諸相』、中央経済社、所収
中四国商経学会理事、児島ロータリークラブ（財団委員長）
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職歴
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氏名
職名
最終学歴
職歴
主要担当科目
研究テーマ
主要著書
・論文

田中 康秀 （たなか やすひで）
教授
神戸大学大学院 経済学研究科 修士課程 （経済学修士）
神戸大学大学院 経済学研究科 教授、 研究科長、 神戸大学 理事・副学長
ミクロ経済学、 中級ミクロ経済学、 日本経済論、 特別演習
賃金、雇用及び人的資本(教育)の経済分析
「わが国における男女間賃金格差の再検討―差別要因と期待要因に関連して」、
日本経済研究
「Employment Tenure, Job Expectancy, and Earnings Profile in Japan」、
Applied Economics
「教育サービスの「準市場」化の意義と課題－英国での経験と日本へのインプリケー
ション－」(共著）、季刊社会保障研究
日本経済政策学会常務理事・同副会長（2010年～2013年）
日本経済学会連合評議員、 神戸市外国語大学経営協議会委員
前田 健一 （まえだ けんいち）
教授
広島大学大学院 教育学研究科 博士課程 （博士（心理学））
愛媛大学 教育学部 教授、 広島大学 大学院教育学研究科 教授
教育心理学、 こころの科学、 適応の心理学、 教育相談
子どもや青年の社会性の発達と学校適応
学校教育におけるキャリア意識の発達と教育
『子どもの仲間関係における社会的地位の持続性』，北大路書房
『教育・発達心理学』、ミネルヴァ書房

氏名
職名
最終学歴

三谷 直紀 （みたに なおき）
教授、 経済学研究科長
東京大学大学院 理学系研究科 修士課程 （理学修士）、 博士 （経済学、神戸大学）
労働省職員、 OECD事務局エコノミスト
職歴
神戸大学大学院 経済学研究科 教授
主要担当科目 労働経済学、 マクロ経済学、 特別演習
研究テーマ
労働市場の実証分析、労働市場政策
主要著書
『企業内賃金構造と労働市場』（単著）、勁草書房
・論文 『労働供給の経済学』（編著）、ミネルヴァ書房
高齢・障害・求職者雇用支援機構運営協議会委員（2011年度～2012年度）
社会的活動
兵庫県職業能力開発審議会委員（2015年度～2016年度）
氏名
職名
最終学歴
職歴
主要担当科目
研究テーマ

その他

宮 偉 （みや い）
教授
鹿児島国際大学 国際文化研究科 博士課程 （文学修士）
中国大連外国語大学 日本語学院副院長、 同大学教務部長
教養演習、 日本語教育
社会言語学、日中翻訳
著書： 『サクッとわかる日本語文型』、『実用生活日本語』、『実用留学日本語』、
『流行日本語最前線』 その他
教科書： 『新経典日本語教材シリーズ』、『標準ビジネス日本語』 など多数
論文： 『日本語のあいまいさについて』、『「守る」から見る日本文化』、
『ヒヤリングの授業における映像教材の導入について』、
『日本のことわざから見る女性像の現在』 など多数
中国日本語教学研究会日本語教育分会 理事
日中翻訳文化教育協会 理事
中央学院大学 社会システム研究所 客員教授

氏名
職名
最終学歴
主要担当科目
研究テーマ
主要著書
・論文

両角 成広 （もろずみ しげひろ）
専任講師
京都大学大学院 経済学研究科 博士課程 （経済学修士）
西洋経済史、 経済史概論、 西洋史
産業革命期以降のイギリス鉄鋼産業史の研究
「19世紀中葉南ウェイルズ製鉄業の構造的特徴－生産の編制・地域支配・市場」、
『欧米資本主義の史的展開』、思文閣、所収

主要著書
・論文

社会的活動
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職名
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氏名
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最終学歴
職歴
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主要著書
・論文
社会的活動

山下 賢二 （やました けんじ）
准教授
神戸大学大学院 経済学研究科 博士課程 （経済学修士）
国際経済学、 マクロ経済学、中級マクロ経済学、 経済成長論
偏向的技術進歩理論、中期マクロ動学理論、新々貿易理論
「Studies in Medium-Run Macroeconomics: Growth, Fluctuations, Unemployment,
Inequality and Policies」（共著）、World Scientific
「自由市場とイノベーション」（共訳）、勁草書房
「偏向的技術進歩理論について～Acemogluを中心に」（単著）、岡山商大論叢
「経済のグローバル化を考慮した内生的成長理論の近年の発展について」（単著）、
岡山商大論叢
高等学校への出張講義多数
山根 智沙子 （やまね ちさこ）
准教授
広島大学大学院 社会科学研究科 博士課程 （博士（経済学））
新潟産業大学 経済学部 専任講師
金融政策、 金融工学入門、 経済学特殊講義
Convergence Club 仮説の検証（内生的成長理論）
幸福感と地域間移動（行動経済学的アプローチ）
「Threshold Effects and Economic Growth」、学位論文
「幸福度で測った地域間格差」、行動経済学
「銀行部門と地域の経済発展：金融深化と収束仮説」、金融経済研究
瀬戸内市太陽のまち創生有識者会議委員

氏名
職名
最終学歴

山本 二郎 （やまもと じろう）
専任講師
名古屋大学 理学部 物理第二学科 (理学士）
岡山県立高等学校 教諭（数学）、 倉敷翔南高等学校 校長
職歴
岡山商科大学入試課 参事
主要担当科目 教養演習、 キャリア形成論
研究テーマ
経済学専攻のための数学基礎
主要著書
『グラフ作成ソフトを活用しての関数指導』
・論文
社会的活動 川崎テレビ共同受診施設東地区組合会計理事

※ 経済学部では、他大学の先生方にも非常勤講師をお願いしています。
※ 法学部、経営学部開講の授業科目も受講できます。
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