けを学べる科目等履修生

せず︑興味のある科目だ

開講︒学位取得を目的と

パスで平日夜間︑土曜に

ように授業は神田キャン

年度 神田で平日夜間・土曜開講

第 一線で活躍する
社会人が対 象
徳田研究科長は﹁現代

大学院経済学研究科は 力があれば︑段階を追っ 制度も利用できる︒
２０１６年度から︑高度 て高度な知識を習得する
れ︑分析の手法も高度に

な経済分析を専門とする ことができる﹂と徳田研 は膨大なデータが蓄積さ
一方︑アドバンスト・ 発達してきている︒エコ

﹁エコノミックリサーチ 究科長︒
コース﹂を開設する︒学
生のほか企業やシンクタ プログラムの受講生は調 ノミックリサーチコース
ンク︑官庁などの第一線 査部門の上級研究員など の開設で本研究科として

◀ ドイツ統一の影響を解説する加藤教授

ウクライナ紛争︑ユーロ 教事情｜対立の構図﹂堀

危機︑宗教問題など︑現 江洋文教授

初回は加藤教授が︑ヨ

日に発行さ

﹁募金だより﹂
創刊

﹁募金だより﹂創刊号が７月

れた︵タブロイド判・オールカラー８㌻︶

在ヨーロッパが直面して

いる課題について経済学 ーロッパ統合で重要な役

た﹁専修大学創立１４０年・石巻専修大学創

いさつ﹂のほか︑本年４月より募集を開始し

日髙義博理事長による﹁
﹃創刊号﹄のごあ

写真︒

この公開講座は毎年︑ パの中央に位置し︑財政

り上げた︒ほぼヨーロッ

部の６教員が分かりやす 割を果たしたドイツを取

経済学科と国際経済学科 健全化の実績や︑中・東

立 年記念事業募金﹂についての概要︑本学

く解説した︒

が交互に開催し︑ 回目︒ 欧周辺国との密接な関係

ー的な役割を果たしてい

各回のテーマと講師は からヨーロッパでリーダ
次のとおり︒

▽﹁ドイツ統一とヨーロ る ド イ ツ︒ 加 藤 教 授 は

ッパ統合﹂加藤浩平教授 ﹁ＥＵの統合・発展の過

▽﹁ロシアから見たウク 程はドイツ統一と共通の

ライナ問題﹂野部公一教 問題に直面した︒現在Ｅ

授▽﹁共通通貨ユーロの Ｕの周辺国が陥っている

経済合理性と限界﹂大倉 債務危機の問題に︑ドイ

正典准教授▽﹁経済情勢 ツが東西統一から復興を

と人びとの健康状態｜イ 果たした際の教訓が生か

ギリスの経験を中心とし されていない﹂と話し︑

の行事︑ニュースなどさまざまな情報を紹介

公開講座情報

３１５７へ︒

・３２６５・

は募金局☎

問い合わせ

月の予定︒

で︑次号は

２回の発行

題 字 の 揮 毫 は︑ 仲 川 恭 司 文 学 部 教 授︒ 年

している︒

日まで︑生田キャンパ て﹂永島剛教授▽﹁多言 各国に多大な影響を与え 争がゆるやかで潜在的な

学部国際経済学科の公開 された︒毎回︑１８０人 の国家と地域﹂砂山充子 その後の経済発展につい 都ビエンチャンでショッ 商学研究科・東京信用保

ピングセンターを開発し 証協会共同公開講座﹁中

た︑雲南省最大の小売企 小企業の国際戦略〜新興

業・昆明百貨大楼の総裁 国・途上国市場開拓への

新興国や途上国市場の

が 講 演 す る 予 定 だ っ た 挑戦〜﹂

が︑都合で来日できなく

なったため︑渡辺達朗研 開拓に挑戦する中小企業

時〜▽場所

神田キャ

８月１日︵土︶

の海外展開について説明

いわき明星大学の佐原 する︒

︵コミュニティー︶型商 の呂志彬氏は﹁日本では と題し︑東南アジアを中

﹁中小企業の国際戦略

宅高齢者を支える﹁社区 周佩氏と研究マネジャー ョナル小売企業の展開﹂ ンパス７３１教室▽講演

講演した︒研究総監の謝 おける東南アジアリージ

場における展開について 太一郎氏は﹁ベトナムに ▽日時

の中国国内および国際市

の女性研究者は︑同集団 要を紹介した︒

アリババ研究院の２人 究員︵商学部教授︶が概 の事例を交え︑中小企業

講座が５月 日から７月 を超える聴講者が受講︒ 教授▽﹁ヨーロッパの宗 て詳細に説明した︒

アジア産業研究センター主催 国際シンポジウム

アリババ

陳教授は︑コンビニや が︑中国では欲しい物が ループの経営形態を報告 市場開拓の現状と展望﹂

業﹂
の重要性を強調した︒ コ ン ビ ニ が 身 近 に あ る 心に展開する小売企業グ としての新興国・途上国

渡辺達朗大学院商学研究

まとめとして︑渡辺研 科長・教授／﹁バングラ

スーパーなどの実店舗と 近くで手に入らない﹂と した︒

ネット通販が融合して便 躍進の背景を説明︒今後

通販市場を爆発的に成長 続き︑登壇した中国・首 さらに︑携帯電話で買い た︒

速に進展する中国では︑ ネスの取り組み﹂勝浦雄

小林代表の趣旨説明に 利になった事例を紹介︒ の方向性について展望し 究員は﹁少子高齢化が急 デシュにおける浄水ビジ
市場のダイナミズム﹂

中国のインターネット

関係者も報告

ＩＴ企業

中国・メコン地域の市場変化とは
消費市場として大き
な構造変化を迎えてい
る中国︑メコン地域を
対象に︑その特徴と変
化の方向について探る
国際シンポジウム﹁メ

10

ＩＴ関連企業グループ︑ 教授は流通研究の第一人 業﹂を挙げ﹁時間のかか 場として成長するメコン スのノウハウを生かせる 代表取締役︶▽パネルデ

る病院の受け付けなどに 地域は︑中国企業にとっ 可能性がある︒競争の激 ィスカッション

中国では今後急速に高 も対応し︑人気を集めて ても重要な進出先︒なか しいメコン地域では勝ち 旴東京信用保証協会経営

アリババ︵阿里巴巴︶集 者︒
団の関係者が講演すると

・３２７２・２２７６

林守商学部教授

まだ進出しておらず︑競

歳以上が３億人に ービスの提供が成功のか 本などの大手小売企業が ることが課題﹂
と述べた︒

達するとして︑地域で在 ぎ﹂と指摘した︒

を超え︑熱心な質疑応答 には

あって参加者は１００人 齢化が進み︑２０３０年 いる︒ニーズに即したサ でもラオスは︑欧米や日 残るための強みを見つけ 支援部経営支援統括課☎

主

30

若年人口が多く消費市 日本のシニア向けビジネ 一氏︵日本ベーシック㈱

させた１９９９年創業の 都経済貿易大学の陳立平 物を請け負う﹁代理購買
ンター／アジア産業研

︵社会知性開発研究セ

コン地域と中国の消費

13

を統一テーマとした経済 スで６回にわたって開講 語・多文化社会スペイン た東西ドイツの統一と︑ 魅力が高い︒ラオスの首

﹁試練のヨーロッパ﹂

11

催︶が６月 日︑神田

代表・小

12

03

で 活 躍 す る 社 会 人 が 対 を想定︒より高度なパネ も社会知性の開発にさら
現在のファイナンス・

象︒徳田賢二研究科長は ルデータ分析︑時系列デ に貢献できる﹂と話す︒
﹁最先端の経済分析に特 ータ分析などを学び︑経
化した︑国内では恐らく 済分析のプロフェッショ コースは本年度末で廃止
する︒経済学研究科の既

講師陣は学内の専任教 存の３コースと合わせ︑

初めてのコース︒分析能 ナルを養成する︒
力は企業や官庁のどんな
部門でも重要になる︒即 員のほか︑外部から上級 募集は計 人︒詳細は専
実践につながる分析スキ エコノミストらを招く予 修大学ホームページを参
ルを︑一流の講師陣の下 定︒仕事と両立しやすい 照︒
で身につけてほしい﹂と
同コースは︑基礎的な

話している︒
能力の習得を図るスタン
ダード・プログラムと︑
より高度な経済分析を行
うアドバンスト・プログ
ラムからなる︒
スタンダード・プログ
ラムは︑企画調査部門に

30

が交わされた︒

03

携わる人やそういった職

ユーロ危機、紛争皣鋭く解説
キャンパスで開催され
た︒

60

を希望する学生が対象

「試練のヨーロッパ」統一テーマ
究センター

13

経済学部国際経済学科公開講座
20

で︑経済分析の基礎を学
ぶ︒
﹁学部修了程度の能

中国の流通業界の変化を紹介した陳教授

▲

30

16

高度な経済分析に特化

（2）
２０１５年（平成２７年）７月１５日
修
専
ス
ー
ュ
ニ
（昭和44年10月14日第３種郵便物認可）

第５３８号

大学院経済学研究科に「エコノミックリサーチコース」

