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  2021 年度 経済学研究科 経済学専攻     

科目等履修生 募集要項 
 

青山学院大学大学院学則第 53条により経済学研究科経済学専攻博士前期課程の特定の授業科目の履修を

願い出るものについて下記により取り扱う。 

 

1. 科目等履修生 

科目等履修生とは、本大学院の特定の授業科目につき履修する者で、正規学生の教育研究に支障を 

きたさない範囲において、選考の結果許可される者をいう。 

 

2. 科目等履修生の区分 

① 単位を必要とする者（単位の修得を目的とし授業科目を受講する者） 

② 単位を必要としない者（単位の修得を目的とせず授業科目の聴講のみを希望する者） 

いずれも正規学生の教育研究に支障をきたさない範囲において、選考の上許可された者をいう。 

 

3. 募集人員 

若干名（正規学生の教育研究に支障が生じない範囲） 

 

4. 出願資格及び条件 

次のいずれかに該当する者 

(1) 大学を卒業した者及び 2021年 3月卒業見込の者 

(2) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構より学士の学位を授与された者及び 2021 年 3 月までに

取得見込の者 

(3) 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した者及び 2021年 3月までに修了見込の者 

(4) 文部科学大臣の指定した者 

(5) その他本大学院が上記と同等以上の学力があると認めた者  
注）(5)により出願を希望する者は、2021年 3月 31日までに学務部教務課に申し出ること（出願資格審査を実施） 

(6) 外国籍を有する者については、上記出願資格のほか次の①または②に該当する者 
① 履修する学期の期間、日本国に在留資格を有している者 
② 履修する年度の 4月 1日時点で日本国の在留資格を有しているが、年度途中で日本国の在留資

格の期限が切れる者については、期限後も本学大学院科目等履修生の身分に関係なく在留資格
の更新が可能である者 

注 1）出願希望者は、前期・後期それぞれの受講希望科目の初回授業に出席し、授業に関する説明を聞くとともに科目等

履修生として受講希望である旨を申し出て授業担当者の内諾を得ておくこと。 

注 2）履修する年度の 4月 1日時点で大学院在学中の者は出願を認めない。 

注 3）外国人留学生への注意：本学の科目等履修生許可科目数では、留学の査証（ビザ）の取得はできません。 

 

5. 出願手続 

(1) 出願に必要な書類等 

1) 科目等履修生願［本学大学院所定用紙、写真貼付］ 

2) 受験票［本学大学院所定用紙］ 

3) 理由書［本学大学院所定用紙］ 

4) 出身大学等の成績証明書（コピー不可、継続者及び本学大学院出身者は不要） 

5) 出身大学等の卒業証明書（コピー不可、継続者及び本学大学院出身者は不要） 

6) 外国籍者は、以下①②のいずれか 

①住民票（「在留資格」「在留期間等」「在留期間等の満了の日」「在留カード等の番号」が記載されたもの） 

②パスポート（「氏名」「国籍」「旅券番号」「在留資格」が確認できるページ）のコピー 
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7) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構より学位を取得(見込)の者は、単位修得証明書及び 

学位申請に係る証明書 

8) 学籍資料票及び学生通学住所登録用紙［いずれも本学大学院所定用紙］ 

9) 宛先記入ラベル（受験票送付用）［本学大学院所定用紙］ 

10) 振込通知書（大学院提出用）-6.審査料- 参照 

＊所定の振込用紙にて審査料を振り込んだ際に受け取った振込通知書（大学院提出用）を振込通知書貼付用紙［本学

大学院所定用紙］に貼り付け提出すること。金額が訂正されたものや収納印のないものは無効。 

(2) 出願場所 

下記宛先まで出願書類をご郵送ください。 

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4-4-25 

青山学院大学学務部教務課 経済学研究科担当 宛 

(3) 出願日時 

2021年 4月 15日（木） 必着 

注）後期開講科目も出願日時は上記とする。 

 

6. 審査料 

① 単位を必要とする者（単位の修得を目的とし授業科目を受講する者）：35,000円 

② 単位を必要としない者（単位の修得を目的とせず授業科目の聴講のみを希望する者）：35,000円 

注）継続者は、2.科目等履修生の区分が同一の場合に限り 2ヶ年（初年度から起算して 3年目まで）を限度として 

審査料を免除する。 

 

7. 選考方法 

① 単位を必要とする者（単位の修得を目的とし授業科目を受講する者）： 

書類審査、面接試験 

面接試験日時 2021年 4月 16日（金） 11:00～（オンライン予定） 

※出願後、面接方法等をメールにてご連絡しますので、出願した旨、メールで 

お知らせください。 

メールアドレス：in-keizai@aoyamagakuin.jp 

② 単位を必要としない者（単位の修得を目的とせず授業科目の聴講のみを希望する者）： 

書類審査 

 

8. 合格発表 

2021年 4月 19日（月）  

合格者へ受講手続書類を郵送します。所定の期日までに郵送すること（-11. 受講手続- 参照）。 

なお、継続者についても同様である。 

 

9. 受講を許可する授業科目及び科目数 

(1) 授業科目 経済学専攻の 2021年度開講科目のうち正規学生の受講者がいる科目 

(2) 科目数 合計 12単位の範囲で選択できる科目数 
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10．受講料 

①単位を必要とする者（単位の修得を目的とし授業科目を受講する者） 

1単位：38,000円、1科目（2単位）76,000円 

②単位を必要としない者（単位の修得を目的とせず授業科目の聴講のみを希望する者） 

1単位：9,500円、1科目（2単位）19,000円 

＊ 受講料は全額一括納入のこと 

11. 受講手続 

以下の書類を揃え、本学大学院所定の封筒を用いて、郵便局窓口より簡易書留・速達で郵送すること。 

(1) 受講手続に必要な書類等 

1) 科目履修申込票［本学大学院所定用紙］ 

2) 科目等履修生身上書・誓約書［本学大学院所定用紙、写真貼付］ 

3) 住民票または住民票記載事項証明書（本籍の表示不要、本人以外の部分不要） 

＊ 継続者、本学大学院出身者、出願時に既に住民票を提出した外国籍者は提出不要 

4) 写真（横 3㎝×縦 4㎝）2枚（1枚は科目等履修生身上書に貼付、1枚は身分証明書用） 

5) 振込通知書(大学院提出用)（本学大学院所定用紙：金融機関の収納印が押されたもの） 

＊ 所定の振込用紙にて受講料を振り込んだ際に受け取った振込通知書（大学院提出用）を振込通知書貼付用紙

［本学大学院所定用紙］に貼り付け提出すること。金額が訂正されたものや収納印のないものは無効。 

(2) 受講手続期日 

2021年 4月 23日（金）【消印有効】 

 

＜ 注 意 事 項 ＞ 

(1) 次年度以降引き続き授業科目の履修を願い出る場合は、各年度の出願期間中に改めて出願書類を提

出しなければならない。この場合、審査料は、科目等履修生の区分が同一の場合に限り 2ヶ年（初

年度から起算して 3年目まで）を限度として免除する。 

(2) 受講を許可された後の授業科目の変更は原則として認めない。 

(3) 大学院の正規学生による履修登録がない場合、その授業科目を履修することはできない。  

(4) 履修した授業科目については所定の試験を受験することができる。 

(5) 科目等履修生は大学図書館等を利用することができる。 

(6) 受講を許可され、受講手続を完了した者には「身分証明書」を交付する。有効期限は当該年度末ま

でとなっているので年度末には学務部教務課 経済学研究科窓口まで返還すること。 

(7) 通学定期乗車券の割引及び学校学生生徒旅客運賃割引証（学割証）等を受けることができない。 

(8) 科目等履修生は特に定めのない限り本学大学院の正規学生に適用される諸規定に従うものとする。 

(9) 本学大学院他研究科との併願は認めない。 

(10) 一旦納入した審査料、受講料及び提出した書類は返還しない。 

ただし、大学側の事情により、科目の履修ができなくなった場合は、返還する場合がある。 

(11) 所定の期日までに受講手続を完了しない者は、受講資格を失う。 

 （12）2021年度の授業実施方法は現段階では対面授業となっておりますが、新型コロナウイルス感染症 

（COVID-19）の影響により、オンラインになる場合、あるいは併用になる場合がございますので、 

予めご了承ください。 

問い合わせ先 

〒150-8366 東京都渋谷区渋谷 4－4－25 

青山学院大学 学務部教務課 

経済学研究科担当 03-3409-9526  
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地の塩、世の光 

The Salt of the Earth, The Light of the World 

【青山学院スクール・モットー】 

 

個人情報の取り扱いについて 

出願書類に含まれる住所、氏名、電話番号、生年月日等の個人情報は、①出願受付、②審査、③合格発表、④受講

手続とこれに付随する業務以外の目的には使用しません。 

 



登録番号 曜日 時限 学期 科目名 教員名 教室

52101 月 2 前期 日本経済史演習Ⅰ 落合　功 14502

52103 月 2 前期 応用ゲーム理論研究Ⅰ 馬場　弓子 17706

52105 月 2 前期 統計学研究Ⅰ 元山　斉 218

52107 月 3 前期 公共経済学研究Ⅰ 宮城島　要 17709

52109 月 4 前期 現代西洋経済史演習Ⅰ 永山　のどか 17708

52111 火 2 前期 社会政策演習Ⅰ 松尾　孝一 17704

52113 火 2 前期 データ解析研究Ⅰ 田中　晋矢 1131

52115 火 3 前期 国際金融経済論演習Ⅰ 高　準亨 17709

52116 火 3 前期 計量経済学演習Ⅰ 後藤　文廣 217

52119 火 4 前期 労働経済学演習Ⅰ 安井　健悟 13S2

52121 火 5 前期 現代日本経済史演習Ⅰ 髙嶋　修一 17707

52123 木 2 前期 経済政策研究Ⅰ 中村　まづる 3408

52125 木 2 前期 社会保障論演習Ⅰ 吉田　健三 3404

52127 木 3 前期 ファイナンス研究Ⅰ 白須　洋子 238

52129 木 3 前期 経済学史演習Ⅰ 中村　隆之 14501

52131 木 5 前期 国際経済学演習Ⅰ 伊藤　萬里 17706

52133 金 2 前期 マクロ経済学演習Ⅰ 脇　雄一郎 17703

52135 金 3 前期 西洋経済史研究Ⅰ 平出　尚道 3404

52137 金 3 前期 財政学研究Ⅰ 矢吹　初 932

52139 金 3 前期 経済成長理論研究Ⅰ 川上　圭 15304

52140 金 3 前期 ゲーム理論演習Ⅰ 水上　英貴 17604

52141 金 3・4 前期前半 環境経済学研究Ⅰ 松本　茂 8-828

52142 金 3・4 前期後半 環境経済学研究Ⅱ 松本　茂 8-828

52143 金 3 前期 産業労働論研究Ⅰ 白井　邦彦 17705

52145 金 4 前期 経済成長理論研究Ⅱ 川上　圭 15304

登録番号 曜日 時限 学期 授業科目 担当者 教室

52102 月 2 後期 日本経済史演習Ⅱ 落合　功 14502

52104 月 2 後期 応用ゲーム理論研究Ⅱ 馬場　弓子 17706

52106 月 2 後期 統計学研究Ⅱ 元山　斉 218

52108 月 3 後期 公共経済学研究Ⅱ 宮城島　要 17709

52110 月 4 後期 現代西洋経済史演習Ⅱ 永山　のどか 17708

52112 火 2 後期 社会政策演習Ⅱ 松尾　孝一 17704

52114 火 2 後期 データ解析研究Ⅱ 田中　晋矢 1131

52117 火 3 後期 計量経済学演習Ⅱ 後藤　文廣 217

52118 火 3 後期 国際金融経済論演習Ⅱ 高　準亨 17705

52120 火 4 後期 ゲーム理論演習Ⅱ 水上　英貴 15506

52122 火 5 後期 現代日本経済史演習Ⅱ 髙嶋　修一 17707

52124 木 2 後期 経済政策研究Ⅱ 中村　まづる 3408

52126 木 2 後期 社会保障論演習Ⅱ 吉田　健三 3404

52128 木 3 後期 ファイナンス研究Ⅱ 白須　洋子 238

52130 木 3 後期 経済学史演習Ⅱ 中村　隆之 14511

52132 木 5 後期 国際経済学演習Ⅱ 伊藤　萬里 17706

52134 金 2 後期 マクロ経済学演習Ⅱ 脇　雄一郎 17703

52136 金 3 後期 西洋経済史研究Ⅱ 平出　尚道 3404

52138 金 3 後期 財政学研究Ⅱ 矢吹　初 932

52144 金 3 後期 産業労働論研究Ⅱ 白井　邦彦 17705

注1) の科目は、他専攻の大学院生、科目特別履修生、先取り履修生、科目等履修生、委託特別聴講生は履修不可です。

その他科目は、他専攻の学生も履修登録可能ですが、WEBからは履修登録できません。

注2)

1時限
礼拝
2時限
昼休み
3時限
4時限
5時限

2021年度　経済学研究科　経済学専攻　博士前期課程　時間割表

前期開講の科目は4月の前期履修登録期間、後期開講の科目は9月の後期履修登録期間に、WEBより履修登録をしてください。

9：00～10：30
10：30～11：00
11：00～12：30
12：30～13：20
13：20～14：50
15：05～16：35
16：50～18：20


