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2020年度入学説明会／進学説明会・相談会（予定）
2020年度入試説明会（高校教員向け） 2020年6月25日（木）仙台会場

2020年度進学説明会・相談会（高校生・保護者向け） 2020年7月27日（月）仙台会場

⇨ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
2020年度の入学説明会／進学説明会・相談会は、オンライン特設サイトが設置されることになりました。また2020年度のオープン
キャンパスについても、今後変更の可能性があります。最新の詳細な情報は東北大学入試センターHPで随時ご連絡いたしますので
ご覧下さい。

2020年度オープンキャンパス（予定）
模擬授業、研究室訪問等が体験できます。経済学部の学生になって学生生活を体感してみませんか。
来学お待ちしております。

　「大学ランキング2020」（朝日新聞社）では、東北大学
は「高校からの評価（総合）」が全国1位です。
　昨年度の経済学部のオープンキャンパスでは、日本銀
行の協力により「金融・経済博物館」で世界の貨幣展示を
行い、JR東日本の協力でツーリズムを分かりやすく解説
しました。模擬講義では、高校生が熱心に授業を聴講し
ていました。

2020年9月21日（月・祝）、22日（火・祝）（予定）

　 http://www.tnc.tohoku.ac.jp
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仙台市
Sendai City

自然と歴史が
息づく街「せんだい」
●東北の中心都市
人口約100万人の東北
地方における中心都市
●歴史ある街
慶長5年伊達政宗が千代を仙台と改め居城。東北大学は
明治40年我が国3番目の帝国大学として設置された。以
後、仙台市は教育機関の充実により「学都仙台」と呼ばれ
るようになった。
●抜群のアクセス
各キャンパスは緑溢れる環境にあり、経済学部キャンパス
は仙台駅から地下鉄でわずか6分。東京から仙台まで新
幹線で約1時間半。国内外へのアクセスには仙台国際空
港等がある。

仙台城大手門跡隅
櫓から見た東北大
学川内キャンパス
に続く桜並木

東北大学経済学部の特長は、経済
学と経営学との融合教育、ゼミを中心
とした少人数教育、大学院との連携
教育、そして留学や英語による授業な
どの国際教育を通して、ビジネス、行政、
社会、学術の分野での指導的人材を
養成することにあります。また令和2年
度からは理系入試を導入し、IT（情報
技術）・AI（人工知能）社会で活躍でき
るデータ・サイエンティストの養成にも
力を入れています。
「第4次産業革命」と言われるように、
デジタル技術が社会を未曽有のスピー
ドで変化させています。この産業革命
によってどんな社会が生まれるのでしょ
うか。それは一方では、省力化・効率
化を発揮して、少子高齢化に伴う社
会保障の問題、石炭火力をめぐる環
境・エネルギー問題など、現代の喫緊
の課題の解決に役立つと大いに期待
されています。しかし他方では「テクノ・
ペシミズム」と言われるように、雇用の
減少や不安定化、巨大ITによる「新

独占」、所得格差の拡大、個人情報の
集中、技術開発競争をめぐる市場の
分断（「デカップリング」）など自由競争・
自由貿易・民主主義を脅かす深刻な
危険性も指摘されています。
技術の方向性を決めるのはそれを

生みだしたわれわれ社会の責任です。
技術を正しい方向に導くためには、イ
ンターネットで誰でも得られる知識や
AIで代用できる計算力ではもはや十
分ではありません。むしろ人間や社会
に対する幅広く長期的な洞察力、そ
れに裏付けられた普遍的な価値判断
が求められます。経済学・経営学という
「文理融合」に相応しい学問を通して、
IT・AI社会のその先を見通すナビゲー
ターたちを私たちは育成していきます。
さらに高度な専門的能力の修得を
目指す諸君には、大学院経済学研
究科への進学の道が開かれています。
5年間で学士号と修士号を両方取得
できるコースを準備し、さらに博士課
程への進学希望者には学部独自の奨
学金も創設しました。
皆さん、東北大学経済学部で私たち

と一緒に、目指すキャリアに合わせて自
分の可能性を大きく拓いてみませんか。

東北大学は指定国立大学法人に指定されています

世界は「経済」を原動力として動いている。

「指定国立大学法人」：わが国の大学における教育研究水準の向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が見込まれる国立大学法人を「指定国立大学法人」として指定。

【表紙】東北大学の前身の一つをなす旧制第二高等学校「尚志の像」（佐藤忠良 作／片平キャンパス） のシルエット。志を尚（たか）く未来を見つめる青年像に、学生達の輝かしい未来が重なります。 

経済学部長・経済学研究科長
守　健二

IT・AI社会と
その先を見通す力を
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最近のトピックス

他機関との連携で多彩な授業を提供します

教育・研究協定締結

経済学研究科独自の国際的なプログラム

ダブルディグリー・プログラム

全学トップの受賞者数

グローバル萩海外留学奨励賞

全国規模のハイレベルな戦いを制しました

フランス語弁論大会優勝

　ここ数年では、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）、日興リサーチセンター株式会社（日興証券グルー
プ）、aiforce…solutions… Inc.… (AIビジネス企業)等と協力協定を締結しました。それぞれの寄附講座科
目を開設し、企業人の声を直接聴くことができる授業を学生に提供しています。就職にも役立つと在校生に高い評価を得ています。
単位取得も出来ます。上記以外の企業から提供されている寄附講座もあり、受講することでさらに視野が広がります。

　部局間交流協定締結校のドイツ・パダボーン大学と、修士のダブルディグリー・プログラム（双方
の修士号が一気に取得できる制度）を行っています。毎年、パダボーン大学と経済学研究科の学
生が相互の大学を訪れ、両方の大学で修士号を取得するために勉強をし
ています。パダボーン大学では、1年間、英語で経済学・経営学の授業を学
びます。

パダボーン大学のStefan Jungblut 教授から修了証書を
受け取った白蘭さん（経済経営学専攻グローバル人材コース）

　経済学部は全学トップの受賞者数を誇ります。東
北大学と学術交流協定を締結している海外の大学に
留学する学生のうち、特に優秀な成績の学生に与え
られ、賞状と準備金および奨学金が授与されます。

　第50回全日本学生フランス語弁論大会（京都外国語大学主催）で経済学部4年の島山佳子さんが
優勝（在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本賞）しました。副賞として、パリ往復航空券、
ブルゴーニュ大学国際フランス語講座受講資格を獲得し、フランスに渡航し勉強中です。
　東北大学では、第二外国語として、ドイツ語・フランス語・ロシア語・スペイン語・
中国語・朝鮮語などを開講し、質・レベルの高い教育を提供しています。

　●準備金　上限30万円を渡航のために必要な一時金として支給
　●奨学金　月額6～10万円の範囲で支給　※金額は派遣先により異なる

「指定国立大学法人」：わが国の大学における教育研究水準の向上とイノベーション創出を図るため、文部科学大臣が世界最高水準の教育研究活動の展開が見込まれる国立大学法人を「指定国立大学法人」として指定。

経営学科4年
島山 佳子さん

　経済学部・経済学研究科では、毎年、短期留学プログラムを実施してい
ます。経済・経営分野に特化した課題解決型のプログラムです。2019年
2月に実施されたプログラムでは、ベトナム貿易大学に学生を派遣し、ベト
ナム貿易大学の学生との共修を行いました。現地の日本貿易振興機構、
七十七銀行での研修、一日インターンシップ（三菱商事ベトナム、キューピー
ベトナム、TOTO、イオン等）では、テーマに沿って調査・議論・提案を行い、
現地社長や社員の方に評価していただきました。ベトナム人学生との共
同作業を通じ、日本と異なる文化の下で、どのように問題解決をしていけ
ばよいのかという体験型の研修です。短期プログラムの成績により、単位
認定されます。

東北大学 大野総長と植木理事を囲むファカルティレッドプログラム参加
の学生達。本学役員やベトナム貿易大学役員の前で、英語でプレゼンテー
ションを行いました。 （2019.2/ベトナム貿易大学）

経済学部  独自の留学プログラム

ファカルティレッドプログラム

TOHOKU  UNIVERSITY 2021

Faculty of Econom
ics, TOHOKU UNIVERSITY
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広げる
進む 創造する
挑戦する

海外の協定校（大学間・部局間）

【入試科目】

理系入試

AOⅢ期 一般入試前期 一般入試後期

共通テスト
+
面接

共通テスト
+

英語・数学・
理科（2科目）

共通テスト
+

数学・面接

【募集人員】

理系入試
AOⅢ期 一般入試前期 一般入試後期
10 10 10

　海外有力大学への留
学、経済学部独自の課題
解決型短期留学プログラ
ムなど充実。日本人の海
外留学派遣数、留学生受
入数も文系トップレベル。
国を超えて切磋琢磨でき
る環境。

　学部3年から目指すキャリアに合わせて４つのプログラムを選
ぶことができます。
●高度グローバル人材コース
●データ科学
●日本の経済・経営
●高齢社会の地域公共経済政策
【4年（学部）+1年（大学院）】5年で修士号を取得可能です。
就職例：
●AIを駆使した研究能力を備えた世界的にニーズの高い「データ
サイエンティスト」
●日本経済と国際経済を結びつける役割の「外資系企業」への
就職や、「国際的ビジネスの起業」等。

●リーダーシップを発揮し日本の“今”を牽引する「上級職
　公務員」

データ解析・分析ができる
　ビジネスパーソンを目指そう！

東北大学経済学部には高校生の将来を後押しする制度やメリットがたくさんあります。東北大学経済学部への進学を未来へのステップ
にしてみませんか？

経済学部入試では日本初の
“理系で学んだ人向け”
の入試を導入。
　基本的に東北大学の理系学部と同じ試験問題を用いた入試を
行います。2020年度入試より実施しています。高校の理系コース
選択者が、自分が高校で学んだ科目（詳しくはP.17-18参照）で
受験できます。
　好きな科目、得意な科目、将来やりたいことで、受験の幅を広げ
てみませんか？

自分が目指す道のスペシャリストを目指そう！
学部・大学院一貫教育プログラム

グローバルに活躍できる視野を広げよう！
グローバルに
視野が広がる

約70校

世界23カ国から

文系トップの88人

95%以上
「2019年学部学生進路状況調査より」

有
名
企
業
か
ら
の

信
頼
が
厚
く

就
職
に
強
い

まずは最近の東北大学経済学部をのぞいてみよう！

なぜ理系入試？
●データ社会が到来した！
●データがわかるビジネスパーソンになろう！
●数学は「人類共通のコトバ」です。

経済学部なのに数学？それは、
●どこの経済学部・経営学部も同じです。
●経済学・経営学に必要な数学の授業を基本レベルから提
供します（「経済経営数学基礎」「経済経営数学」）。

数学ができるだけじゃ社会では通用しない？
●社会の在り方を知る学問（社会科学）や人間の行動や考
えを知る学問（人文学）を身に着けなければ、データ社会
を乗り切ることはできません。

経済学部で何が学べるか？
●経済学、経営学、会計学、統計学、経済史学、全部学べます。

派遣留学

就職・進学率

留学生

詳しくは
P9ページを
ご覧下さい。

有名企業に就職した
OB・OG 多数
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創造する
東北大学は、「Times Higher Education Japan University Rankings 2019」では、京大、東大についで3位にランキング。質の高い教育を行っています。

大学院経済学研究科・経済学部

データサイエンティストに必要なスキル

3，4年次には経済学・経営学の基本的な
専門領域を体系化した科目を開講。学科
選択により、専門性を深めるためにゼミ
ナールに所属し、プレゼンテーション、論文
作成能力を高めます。

1,2年次は全学教育科目として幅広
い一般教養科目と専門教育に活用可
能な科目を提供。他学部の学生ととも
に勉強します。2年次には20人程度の
少人数で演習形式の「プレゼミ」、専
門科目の一部が開講され本格的に専
門的学習が始まります。

約1割の卒業生が大学院へ進学します。
経済経営学専攻と会計専門職専攻（会計
大学院）でより高度な専門的知識やスキ
ルを修得することができます。

1，2年次 3，４年次 大学院

入学試験（理系入試含）

学部
卒　業

大学院

就　職

修　了 修　了

1年次 2年次 3年次 4年次 前期2年
の課程

後期3年
の課程

インターンシップ、協定校への留学等の
カリキュラムも充実

●大手銀行
●商社
●国家公務員
●電力会社
●IT情報通信
  業 等

●データサイエンティスト
●国内外の研究所研究員
●国内外大学教員
●国家・地方上級公務員
●国際行政関係
●公認会計士 等

川内キャンパス
経済経営学専攻
●経済経営リサーチ
　コース
●高度グローバル
　人材コース

片平キャンパス
会計専門職専攻
（会計大学院）
●公認会計士コース
●会計リサーチコース
●ビジネスアカウン
　ティングコース

●経済学科

●経営学科

入門科目等

全学教育

川内キャンパス
学科選択

就　職 就　職

学士取得 修士取得 博士取得

大学院進学 博士課程進学 研究者

最近ニーズが高まっている
データサイエンティストとは？
　近年注目されている人工知能
（AI）は、「データサイエンティスト」
という職種に就く人々が処理した
膨大なデータに基づき、自動運転
カーの開発や高度な画像認識等
を実現し、現代社会を支えはじめ
ています。データサイエンティスト
には、統計解析やITのスキルに加
えて、ビジネスや市場トレンド等
についての幅広い知識が求められ
ます。ビジネスとITどちらの世界
にも精通しているため、最近では、
もっとも企業から求められる人材
の一つです。経済学部では、学部・
大学院一貫教育プログラムを設
置し、データサイエンティストの養
成に力を入れています。

  　「一流の学び」を経た卒業生は、多くの企業から常に注目されています！

リサーチ

数学

知識

機械学習

統計学

ビジネス

経験

ビッグデータ

ロジカル…シンキング
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「モノの生産・交換・流通・消費・再生産」を分析するのが　経済学／経営学

　経済学部では、「経済学と経営学の融合教育」と「少人数教育」を柱とした教育を行っています。経済学部は経済学科と経営学科の2学
科から成っており、学科の所属は3年次に進級したときに選ぶゼミナールによって決まります。しかし、どちらの学科に所属しても授業科目
の選択は、まったく自由です。また、ゼミナールでの少人数教育に力を入れており、3・4年次の2年間、教員や先輩・後輩との深い信頼関係
の中で学習と研究を行います。寄附講義も開講しており、企業人の生の声を聴くことができます。

2019年度開講授業：　
●「ステークホルダー経営実践論」
　（経営倫理実践研究センター）
●「アセットマネジメント」（日本投資顧問協会）　　　　　…
●「ツーリズムとインバウンドの経済学Ⅰ・Ⅱ」…（JR東日本）……
●「Financial…Markets…and…Risk…Management…」
　（日興リサーチセンター）　　　

●「マーケティング営業」（プルデンシャル生命）　　
●「キャリアワークショップ」（大和総研）
●「ビジネスデータ科学」（aiforce）
●「資本市場の役割と証券投資」…（野村証券）
●「損害保険概論」…（日本損害保険協会）
●「地域財務金融行政論」（東北財務局）　

●
●「資本市場の役割と証券投資」…（野村証券）
●「損害保険概論」…（日本損害保険協会）
●「地域財務金融行政論」（東北財務局）　

　経済学研究科・経済学部では、企業等の外部組織から授業提供を受けています。現代社会のニーズに合った授業を開講し、実践的な視
点から学び、専門的知識を拡げます。

ビジネスデータ科学（aiforce）

経済学　変動する経済社会のメカニズムを解明する
経済と社会の仕組みやその動きを、理論、政策、歴史といった
多様な側面から見ていきます。また、統計データの分析手法を
学び、近未来の経済動向を予測します。環境や福祉にも目を向
けます。経済学を学ぶということは、社会を解剖する技術を身
につけることなのです。

経営学　企業や地域社会の抱える諸問題を解決する
企業を中心とするさまざまな経営体の仕組みや運営について学
びます。国際化し複雑化した現代社会のなかで企業と社会はど
のように関わるのか、企業の戦略はどうあるべきか、こうしたこ
とを理論的、歴史的、実践的な角度から見ていきます。

経済学部の教育

4年間の流れ

実践的な視点から学ぶ寄附講義

1年次 2年次 3年次 4年次 卒　業　後

全学教育科目 演習論文

専門教育科目（基礎専門科目、基本専門科目、特定専門科目、演習専門科目）

実習科目（簿記、原価計算、インターンシップから選択）

経済・経営の課題解決型の
短期留学プログラム（ロンドン）

●進学
　・経済学研究科
　・会計大学院 他
●就職

1年生から各種留学プロ
グラムにも参加できます。

●論文作成・発表
●就活など
●学位記授与式

●学部専門教育
　「基礎専門科目」を履修
　「基本専門科目」と
　「特定専門科目」の
　一部を履修
●プレゼミ
●３年次以降の
　所属ゼミを選択

●入学式
●オリエンテーション
●学部専門教育
 「基礎専門科目」を履修

●学科選択
　　 経済学科
　　 経営学科
●「基本専門科目」と
　「特定専門科目」を
　幅広く履修
●演習専門科目（ゼミ）
●インターンシップなど

企業人の話を直接聴くこ
とができ、就職活動にも
役立ちます！アンケート
集計により、多くの学生が
「役に立った」と回答。

　東北大学大学院経済学研究科サービス・データ
科学研究センターは、（株）aiforceと共同研究覚書
に2019年1月に調印し、2019年4月より講義「ビジ
ネスデータ科学」を提供していただいています。
　この講義では、実際のビジネスの分野ではどのよ

うにAIが活用され、業務生産性の向上に活かされて
いるのかを講義・ワークショップ形式で進めています。
　授業では、機械学習によるデータ分析や需要予測
を学び、授業の最後には学生によるAIプロジェクト
のプレゼンテーションが行われました。
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　環境問題解決のためにはどうすればいいでしょうか？「環境保全技術の開発が必要だ」、「人々
や企業のモラル向上が大事だ！」とよく言われます。しかし、「良い技術が開発されても、導入費
用が高ければ利用されない」、「高いモラルの人だけが頑張っても問題解決しない」などの問題
があります。モラルの高低に関係なく人々や企業の行動を望ましい方向に変えるために、「政策」
が重要な役割を果たします。しかし、どんな政策でもいいわけではありません。政策には何らか
の副作用を伴うため、副作用の少ない政策の選択が大事です。
　経済学は社会問題という病気を治す医学のような学問です。ヤブ医者が病気を悪化させる
のと同様、社会のメカニズムを理解せずに政策立案すると問題を悪化させます。環境経済学は、
理論やデータを用いて政策評価し、望ましい環境政策のあり方を明らかにします。（環境問題と
いう病気を治す医学）＝（環境経済学）を勉強しませんか？

　私は小田中ゼミ（社会思想史）に所属して
いました。ゼミでは、社会思想史といってもセ
メスターごとに学生がテーマを決定するため、
一般教養のような幅広いトピックについて学
ぶことが出来ます。ゼミの流れとしては、トピッ
クについて学生が本を数冊セレクトし、それ
等の本の要約・学生の書評について、ゼミ全
体でディスカッションする、というものです。あ
るセメスターの例を挙げると、「家族問題」を
扱った際には、未婚化・晩婚化や女性の社会
進出、そしてそれらが少子化に与える影響を
学び、少子化を克服してきた海外の事例など
を見ました。社会にでる直前の私たちが、現

代日本の大きな問題について時間をとって向
き合うのは非常に大事なことであるし、国家
公務員になるにあたり、幅広い視点からの知
識を学び、他人の意見を聞くことが出来たの
は、貴重な経験になりました。このように、経
済から少し離れたところから、社会について
理解を深め、先生や同世代の学生と積極的に
意見を交わし合うことができたのは、小田中
ゼミならではの贅沢な時間だったと思います。
ゼミは2年間しかないですが、多角的に学び、
スキルアップができ、かけがえのない仲間が
出来る素晴らしい機会です。ぜひ、皆さんも
充実したゼミライフを過ごしてください。

環境経済学 演習ゼミ（日引 聡 教授）

先生や先輩の声を聴いてみよう！

2019年3月卒業
小田中ゼミ
佐藤 祥子さん
財務省 国家公務員総合職 

　我々のゼミでは、就職活動でも就職後でも株式投資でも役に立つ実学として、財務情報とコー
ポレート・ファイナンスについて学習しています。お金の面から見たとき、株式企業は全て、①元
手となる資金を出資者から集め、②その資金を事業に投資し、③事業から得られる資金を一部
企業内に留保した上で残りを出資者に還元する、という3つの活動を繰り返し続ける組織と言
えます。コーポレート・ファイナンスはこれら「資金調達」、「事業投資」、「ペイアウト」という3つ
の財務的意思決定を効率的に行うことで、企業価値の最大化という目的を達成しようとする学
問です。2年間のゼミを通じて、財務情報を分析し、現実の上場企業の企業価値を評価できる
能力を養成すること、その上で企業がいかなる財務的意思決定をすべきかについて議論する力
を身につけることを目指しています。少しでも学生さんの人生に役立つゼミになれば幸いです。

　私のゼミでは、計量
経済学による環境や資
源、法規制などの実証
分析を学んでいます。
昨年度は新しい分析手
法とそれを用いた分析
事例をゼミのメンバー
どうしで発表したり、
ベーシックな計量経済
学の理論を数学的に証
明したりしました。理
論や手法への理解を通
じて現実の問題に対す
る経済学的な視点を養
うことができるのが魅
力です。

　私が所属しているゼ
ミでは、財務会計やファ
イナンスを学び、その知
識や指標を用いて実在
企業の株式を分析し、
自分のテーマに沿った
ポートフォリオの作成
と運用を行う株式学習
を行っています。投資
家目線の株価分析とい
う実用的な意思決定の
方法を学ぶ貴重な機会
に恵まれて嬉しく思い
ます。将来は、学んだ
経済学的理論をもとに
企業分析や資産運用に
ついて研究したいです。

財務会計論 演習ゼミ（吉永 裕登 准教授）

在学生の声

在学生の声

voice 1

voice 2

経済学科4年
石嶋 時也さん
日引ゼミ（環境経済学） 

INTERVIEW 1

ゼミの思い出

経営学科4年
横尾 結菜さん
吉永ゼミ（財務会計論）
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Department of Economics

経済学を学ぶと
社会がもっと面白く見えてくる	

経済学科

　「経済学」という言葉を聞くと、景気や株価の予測、
金融、経済政策、金儲けの学問などと連想されることが
多いようです。これらはもちろん経済学の研究対象の
一部ですが、現在の経済学の研究対象はもっと多岐に
わたっています。新聞やメディアでよく取り上げられる
貿易・環境・独占や寡占・規制・財政・格差・労働・健康・
教育・歴史・国際関係・少子高齢化・都市・観光や文化・
スポーツなどに関する諸問題の本質を理解するうえで、
経済学的な考え方は大変有用な道具となります。
　経済学科では、こうした諸問題を客観的な視点から
論理的に分析して、有効な解決策を見出す能力を養成
する体系的なカリキュラムを提供しています。さらに、
経営学関連科目の履修によって、より多角的な視点で
社会を理解する力を養うことができます。
　経済学を学んでもお金持ちになれるとは限りません
が、経済学を学ぶことで身につけた社会を理解する力で、
大学卒業後に様々な分野で活躍する素養を身につける
ことができます。
　皆さんと東北大学経済学部でお会いできることを楽
しみにしています。

医療経済　湯田 道生 准教授

峯村 遥香さん
東北大学経済学部2年

峯村 遥香さんのとある1日

峯村 遥香さんのとある一日2年次後期時間割
月 火 水 木 金

1 数理統計
J.Business

&
Economy a

マクロ
経済分析 経済政策

2 経済政策 学生
MTG

ランチタイム

3 マクロ
経済分析 数理統計

図書館で
自習

アントレ
プレナー
入門塾

4 グローバル
キャリアB

友人と
フランス語
練習

プレゼミ
（湯田）

5
Practical 
English 
Skills

展開
フランス語

6
サークル
MTG…or…
バイト…or…
友人と食事

学生
MTG

サークル
MTG

■ 大学での授業
　2年次後期には左記のような時間割
で講義を受けました。その中でも特に印
象に残ったのが…Japanese…Business…
and… Economy… a…です。Japanese…
Business…and…Economy…a…では、日本
人の経済行動について英語で開講されて
いる授業で留学生と共に受講しました。
専門的でハイレベルな上にバンバン手を
挙げるクラスメイトたちに必死についてい
くので精いっぱいでした。最終プレゼンで
は「なぜ日本でタピオカが流行るのか」に
ついて大真面目にプレゼンしました。
　東北大学では興味深い多彩な授業が
あります。私は文系のための自然科学総
合実験、福島県でボランティアツアーを
企画する授業、留学生とともに仙台七夕
まつりの飾りを作る授業など、好奇心を
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Department of Business Administration

地域と世界を理解し
より変化に強い
企業経営を

経営学科

　経営学は、経済主体の一つである企業組織
を取り扱う分野です。人工知能やIoTといった
技術の転換、少子高齢化や景気変動などによ
る消費者嗜好の変化、新興国企業の台頭によ
る国際競争の激化など、市場環境は変化し続
けます。その中で適応しながら競争力を高めて
いく企業の経営活動が探求の対象となります。
　本学科では、これからの時代を切り開いてい
ける優れた人材育成を目標に、教員一同力を
尽くしています。特に、地域に密着した課題研
究とグローバルな視野を育てる教育を同時に
行っていることが特徴といえます。震災復興研
究や震災地における起業活動、地域イノベー
ションなどを通じた東北地域における経営活
動を理解する一方、多彩な国際交流プログラ
ムによる体験型カリキュラムや留学生との交流
を通じてより柔軟でオープンな思考ができるこ
と、それが本学の教育の基本です。

国際経営　金 熙珍 准教授

そそる様々な授業を受講してきました。
　授業のない時間にはフランス人の友人とフランス語で45分間会話
+日本語で45分間会話という形でお互いに会話の練習をしています。
また、空き時間はＯＡＳＩＳや北キャンパスのラウンジで自習や雑談をし
て過ごしています。留学生の友人が多く集まるのでこの場所が気に入っ
ています。

■ サークルの活動：イベント企画班でミーティング　
　国際交流団体IPLANETでリーダーをしています。IPLANETは東
北大学の人文・社会科学短期留学生受入れプログラム“IPLA”の学生
の留学生活を支える学生団体です。私の担当はイベント企画で、毎月
１回企画班を募集してイベントを開催しています。秋学期では芋煮会
やクリスマスパーティを開催しました。たくさんの留学生が企画班に参
加してくれているおかげで多彩なアイデアを活用し、回を重ねるごとに

パワーアップしていくイベントを創っています。一年次で受講した国際
共修ゼミで留学生とイベントを運営した経験がいまのサークル幹部と
しての働きを助けてくれています。また「経営組織」の授業や本を読ん
で学んだマネジメントの理論が現在のサークル活動に役立っています。
　興味のある事にトライしていける環境で大学生活を送れる事を幸
運な事だと思います。これからも多方面でチャレンジを続けていきた
いと思います。

光のページェント2019より
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「知識社会」を支えるグローバルリーダーを育成します！

　学部・大学院一貫教育プログラムを新設し
ました。目指すキャリアに合わせて４つのプロ
グラム（高度グローバル人材コース、データ
科学、日本の経済・経営、高齢社会の地域公
共経済政策）を選ぶことができます。より専門

的な知識の習得により【4年（学部）+1年（大
学院）】5年で修士号を取得できます。大学院
では、東北大学国際共同大学院プログラムで
も学ぶことが出来、他部局や海外有力大学の
教員の指導を受けることができます。2019
年度は学部・大学院一貫教育プログラム（デー
タ科学）に8名の学生が参加しました。参加
学生は学習ラボを拠点として、大学院の授業
の先行履修、修士論文作成へ向けた研究、自
主的な勉強会の開催など、早期修了を目指し
て勉強と研究に励んでいます。

高度グローバル人材コース（GPEM）
◆…英語による授業および海外研鑽でグローバルな企業・行政で
の即戦力養成

日本の経済・経営
◆…「日本学」に基づいた経済・経営のエキスパート養成
◆…日本学国際共同大学院へ優先的に推薦

【主な就職先】
◆AIを駆使した研究能力を備えた世界的にニーズの高い「データサイエンティスト」
◆日本経済と国際経済を結びつける役割の「外資系企業」等への就職や、…「国際的なビジネスの起業」等
◆リーダーシップを発揮し日本の”今”を牽引する「上級職公務員」

データ科学
◆…経済・経営分野で活躍するデータサイエンティスト養成
◆…データ科学国際共同大学院へ優先的に推薦

高齢社会の地域公共経済政策
◆…高齢化や震災復興など東北地域の実践的諸問題を理論的
に解決できる公共政策立案者の養成

◆…上級職公務員試験受験に対応

　指導熱心な先生方のもと、学部で
は学ぶことのできない高度な技術や
理論を学習しています。信頼関係が厚
く、毎日のように研究や進路について
語り合いながら切磋琢磨し合える仲
間と共に、貴重
な時間を過ごし
ています。

学部・大学院一貫教育プログラム

学部・大学院一貫教育プログラム　出願・選抜・修了・就職まで

学部

1年

大学院

早期修了

就職　

東北大学国際共同大学院プログラムとは
2年

3年

4年

博士課程前期
2年の課程

博士課程後期
3年の課程

⇒グローバル・リーダーへ

☞ロールモデルは隣のページ！

Step 1  
出願：3年2学期（2月）

Step 2
選抜：3年2学期（3月）

Step 3
大学院入試：
4年1学期（9月）

Step 6
プログラム修了：
修士課程1年2学期（3月）

Step 4
国際共同大学院への
出願選抜：4年2学期（1月）

Step 5
学部卒業：
4年2学期（3月）

プログラム参加で
通常の授業スタイル

だけでなく
多様な学び方が
できます！

東北大学の強みを生かし，世界を牽引できる分野や，今後重要になり人類の発展に貢献できる分野を選
択し，部局の枠を超えて本学の英知を結集し，海外有力大学との強い連携のもと共同教育を実践するこ
とにより，グローバル人材の育成に資することを目的としています。
現在、【スピントロニクス】【環境・地球科学】【データ科学】【宇宙創成物理学】【生命科学（脳科学）】【機械
科学技術】【データ科学】【日本学】などのプログラムが開始しています。経済学部では、【データ科学】と【日
本学】に参画しており、他部局・海外有力大学との強い連携のもとに国際共同教育を行っています。

学部(4年)+大学院(1年)
＝修士号取得

東北大学国際共同大学院
プログラムでも修学が可能
【データ科学】【日本学】

横山 茉優さん
経済学部4年
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　私は交換留学を通じて組織のマネジメント
に関心を抱いたことから、高度グローバル人
材コース（GPEM）に進学をし、組織の持続
可能性をテーマに研究を行いました。GPEM
では1年間の海外留学と、研究の成果として
の英語によるプロジェクト報告が求められま
すが、私は大学3年生で交換留学をしたこと
から、学部と大学院を併せて5年で修了しま
した。国立台湾大学への留学では、日本と台
湾の学生交流を行う団体に参加し、活動を
通じて「この組織が活動を続け、発展するた
めにはどうすればよいのか？」と疑問に感じ
たことから、組織の持続性というテーマでプ
ロジェクトを進めたいと考え、組織とマネジメ
ントについて学ぶことができる非営利組織研
究室を選択しました。
　GPEMのメリットは、日本人・外国人の区
別なく切磋琢磨しながら勉強ができるところ
だと思います。GPEMは、授業が英語で行わ
れるため、ディスカッションや論文を読む際
に難しさを感じることも多々ありました。しか
し、留学生から英語でのプレゼンテーション

の仕方を学んだり、研究に関するアドバイス
をし合ったりと、コツコツ努力を重ねていくこ
とで、英語を鍛えると同時に、研究のための
基礎知識を身につけることができました。また、
授業や研究室で、中国やアフリカの学生とも
意見を交換する中で、各国の社会や市場、非
営利組織の特徴を知ることもでき、自分の視
野が広まったように思います。
　日々の勉強と研究と並び、就職活動にも力
を入れました。交換留学やGPEMを通じて、
日本の国際競争力の低下に危機感を覚えた
経験から、日本経済の再活性化に貢献できる
仕事がしたいと考え、日本貿易振興機構（ジェ
トロ）に就職を決めました。現在は海外調査
部に所属し、日本企業の海外展開に関するア
ンケート調査や、世界の貿易・投資に関する
レポートの作成を行っています。大学院での
専攻とはまた違った分野ではありますが、研
究を通じて学んだ調査の作法や情報収集の
コツは仕事でも役に立っており、GPEMでの
経験は自分の貴重な財産になっていると感じ
ています。

　私は、経済学研究科博士後期課程に在学
し、分野のトップクラスの先生方からの指導を
受けながらマーケティングサイエンスを学ぶ
とともに、日本学術振興会特別研究員として、
日 の々研究や後輩指導に取り組んでいます。
　また、東北大学大学院の共同プログラムで
あるデータ科学国際共同大学院にも参加し
ており、自然科学系の先生方、学生らと共に、
最先端のデータ科学について知識を深めて
います。さらに、このプログラムのカリキュラ
ムとして、東北大学と共同指導博士課程の協
定を結んでいるメリーランド大学に半年間研
究留学することが決まっています。

　このように、経済学研究科には、第一線の
研究者からの指導を受けられるだけでなく、
国際的に様々な研究者と触れ合うための機
会が多くあり、研究環境が非常に高い水準
で整っていると強く感じます。その恵まれた
環境を活かして様々なことに積極的に挑戦し、
国際的な研究力を身に付けた研究者になり
たいと思います。

高度グローバル人材コース
（学部・大学院一貫教育プログラム）

修了者の声

東北大学
データ科学国際共同大学院

プログラム採用者の声

目指せ！ 次の百年を創るビジネスパーソン

INTERVIEW 3

幅広い知識が
得られることが魅力

INTERVIEW 2

GPEMでの経験が
仕事の糧に

　　　学費と入学後のサポート体制

　　　BYOD（Bring your own device）の導入

　経済的な理由で授業料などを納付することが困難な場合、条件に応じて入学料・授業料の免除や微収猶予、月割分納などが認められることがあります。また、
各種奨学金による支援制度が充実しています。海外留学のための奨学金制度もあり、学生の可能性を拡げるための環境整備を行っています。
　また、博士課程に進学する学生を支援するための経済学研究科独自の奨学金制度もあります。

　経済学部では、2020年度から、学生全員が自分のノートパソコンを所持し持参することを前提とした授業を開始しています。…

日本貿易振興機構（JETRO）
海外調査部
柏瀬 あすかさん
2018年3月修了

五十嵐 未来さん
博士課程後期3年の課程

東北大学の初年度納付額は下記のとおりです。入学時にお支払いいただくのは入学料と
前期授業料、合わせて549,900円です。 （2019年4月現在）

  817,800円
・入　学　料 282,000円+
・年間授業料 535,800円
（前期267,900円+後期267,900円）

 535,800円
・年間授業料 535,800円
（前期267,900円+後期267,900円）

初年度 2年目以降
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Graduate School of Economics and Management

大学院　経済学研究科
経済経営学専攻

　今日の経済活動や企業経営の第一線では、これまで以上に高度
かつ幅広い知識やスキルが要求されています。博士課程前期2年の
課程（修士課程）では、学部卒業生のみならず多くの留学生や社会
人も積極的に受け入れ、グローバルかつ学際的なプロフェッショナ
ル教育を実践しています。研究テーマ別に指導教員によるゼミ形式
の「演習」やワークショップ形式の「特別演習」などを通して高度な
専門的能力を習得することができます。

　本研究科は、東北大学の掲げる「研究第一主義」のもとで我が
国を代表する研究者を数多く輩出してきました。こうした伝統と実
績の中で、博士課程後期3年の課程（博士課程）では、専門分野に
おいて優れた業績をあげる教授陣により、学会での発表や博士論
文執筆に向けた個別指導を行っています。本研究科で博士号を取
得した多くの人材が、国内はもとより海外でも研究者として活躍し
ています。

　経済学と経営学に関する先端的なトピックを英語で学びます。講
義、課題、試験をすべて英語でこなすことにより、グローバル社会で
通用するスキルと知識が身につきます。日本人学生・外国人留学生
の区別なく、共に科目を履修します。日本人学生と外国人留学生が
同じ条件のもとで切磋琢磨あるいは協力することにより、グローバ
ル企業で必要とされる国際的な協働スキルが身につきます。

　高度グローバル人材コースに在籍する学生（外国人特別選抜生は除
く）は、一定期間の海外研鑽（本研究科が協力協定を締結している海外
の大学への留学、あるいは海外の企業・NGOでのインターンなど）が必
修となっています。
　また、修士論文に替えてプロジェクト報告が必須となっています。教
員の指導の下、学生自らがプロジェクトを企画し、実行に移します。また、
プロジェクトに関する報告書の作成ならびにプレゼンテーションを英語
で行います。グローバルに問題を発見し、解決する能力が身につきます。

　経済経営学専攻に所属する講座は、基礎分野・応用分野・実践分野の3分野に大別され、8つの講座があります。また、経済・経営学分野に
精通した職業人や研究者の育成に重点をおく「経済経営リサーチコース」と、グローバル化する社会において国内外で活躍できる高度職業
人の育成に重点をおく「高度グローバル人材コース」が設置されています。

基礎的分野 応用的分野 実践的分野

経済基盤講座 経営基盤講座 現代経済講座 システム科学
講座 現代経営講座 医療福祉講座 地域政策講座 グローバル

システム講座

幅広い視野をもつプロフェッショナルの養成

トップクラスの研究者の養成

英語で経済学と経営学を学ぶ

海外研鑽とプロジェクト企画

高度グローバル人材コース
（Global Program in Economics and Management, GPEM）経済経営リサーチコース

INTERVIEW 4

I came to Tohoku University in 2013 
where I first enrolled in their Japanese 
intensive course before I entered the 
Graduate School of Economics and 
Management as a Master's student. 
The Graduate School of Economics 
and Management offers both English 
and Japanese courses in a number 
of subjects, however I took all my 
classes in English. During my time at 
Tohoku University, I was able to find 
my passion for economic development 
in well supported environment, 
surrounded by helpful professors.  
Furthermore, the Graduate School 
of Economics and Management 
organizes a number of seminars 
and workshops where I was able 
to improve my research skills and 
network with various professors from 

元留学生の声①

other universities.
My thesis focused on development 
economics issues in rural Panama and 
some of the chapters were published 
in international academic journals 
after graduation. I finished my PhD 
last September and now I am working 
as an Assistant Professor in a tenure-
track position at Sophia University in 
Tokyo.  

Tohoku University has a unique 
multicultural environment. You will find 
students from all over the world with 
different backgrounds, cultures, and 
religions. Interacting and becoming 
friends with people with backgrounds 
very different than mine helped me 
improved as a global citizen.

日本語に訳してみよう！

日本での就職を選択し
グローバルな環境へ

Gabriel Iván
Fuentes Córdoba
Assistant Professor,
Department of Liberal Arts,
Sophia University（Japan）
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会計大学院のイベント
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Accounting School

大学院　経済学研究科
会計専門職専攻（会計大学院）

　会計大学院の科目は、3つの科目群（講義科目群、リテラシー科目群、演習科目群）から
構成されます。講義科目群は4領域（会計、経済と経営、ITと統計、法と倫理）に分類され、
会計職業人に求められる知識を学びます。リテラシー科目群は、学生のコミュニケーショ
ン能力やプレゼンテーション能力を高めるための授業が含まれます。演習科目群は主に
会計リサーチコースの学生を研究指導するための科目になります。

詳しくは、ホームページで
http://www.econ.tohoku.ac.jp/econ/kaikei/index.html

　東北大学会計大学院では、2005年4月の設置以降、数多くの会計プロフェッショナルを輩出してきました。卒業生の多くは公認会計士
や税理士、企業の経理担当者として会計実務の最前線で活躍しています。東北大学会計大学院には、公認会計士を養成するための「公認
会計士コース」（1学年25名）と会計領域の研究者を養成するための「会計リサーチコース」（1学年5名）があります。さらに、2020年度か
ら「ビジネスアカウンティングコース」（l学年10名）を新設し、リカレント教育（学びなおし教育）にも力を入れていきます。第一級の研究者
教員だけでなく、監査法人や官庁などの第一線で活躍している実務家教員も数多く配置しており、理論と実践が融合した教育を行っています。
実務家教員が主に担当する「事例研究」科目では、各分野の最先端の事例についてより実践的なディスカッションを行うことができます。また、
1学年40名の定員に対して16名の専任教員を配置し、少人数教育を徹底しています。監査法人等への就職も順調な水準を維持しており、
本学の修了生は監査法人や企業から高い評価を得ています。

会計大学院のカリキュラム 講義科目群

・会計領域
・経済と経営領域
・ITと統計領域
・法と倫理領域

リテラシー科目群

演習科目群

会計大学院のキャンパス
　会計大学院の講義は基本的に片平キャンパスのエクステンション教育研究棟
で行っています。学生の研究室、PC実習室、資料室など、普段利用する施設に
ついては、片平キャンパスの会計大学院研究棟に設置しています。学生の研究室
には定員分の座席と書架スペースを確保しています。会計大学院研究棟には教
員研究室もあり、きめ細やかな指導を行う態勢が整備されています。片平キャン
パスは仙台駅より徒歩15分程度の便利な場所にあります。

　毎年、会計大学院ではOBOG会を開催
しています。監査法人や税理士法人、一般
企業、官公庁等で勤務するOBOGが参加
し、近況を報告します。在学生がOBOGと
情報を交換できる良い機会となっています。
その他、会計大学院では2012年3月から
会計研究会を年4回程度開催しています。
学外の優れた研究者・実務家を積極的に招
聘しており、会計分野の最先端の動向に触
れることができます。

会計大学院
田中 真彩さん

（東北大学経済学部経営学科 卒業）

　東北大学会計大学院では、基礎
的な会計知識だけでなく、IT分野や
ビジネスにおける英語などの将来的
に役に立つ授業が設けられています。
特に実務経験のある先生方のお話
を聞く講義では、実務のイメージを
持ちながら知識を吸収できるため、
独学では苦手意識をもっていた分野
の理解を深めることができました。
　また、留学生や社会人学生ととも
に講義を受ける中で、自分には実用
的な英語スキルや論理的思考とその
アウトプットが不十分であることを
痛感しました。周囲からの刺激を受
けながら、勉強できることも本学の
メリットと感じています。このような
環境を生かして、国際的に通用する
スキルを身につけた会計士になりた
いと思っています。

詳しくは、ホームページで
http://www.econ.tohoku.ac.jp/econ/kaikei/index.html

在学生の声
voice 3
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　経済学部・経済学研究科の就職率は90％と高く、本学で学んだ深い学識及び卓越した能力を社会で生かしています。また、大学院で高
度な専門的知識を学んだ学生は、知識を生かした就職、さらに高みを極める博士課程後期3年の課程（博士課程）に進学しています。

東北大学
キャリア支援センター

の活用

　東北大学には、学生のキャリ
ア形成支援を行う「キャリア支
援センター」が設置されています。
　進路選択の相談、インターン
シップに関する相談、就職活動
の進め方や保護者に就活の現状
を説明する講座等様々な事業を
展開しています。積極的に活用し
てください。

就　職　～卒業生の進路実績をヒントに未来を切り拓く～

主な就職先
【学部】 【大学院】

財務省 海外の政府機関
国税庁 国税庁
経済産業省 各県庁・市役所
厚生労働省 公正取引委員会
防衛庁 新日本有限責任監査法人
各県庁・市役所 有限責任監査法人トーマツ
新日本有限責任監査法人 三井住友銀行
三菱商事 三菱東京UFJ銀行
三井物産 中国工商銀行
丸紅 日本貿易振興機構
住友商事 IBM
伊藤忠商事 NEC
東京証券取引所 富士通
SMBC日興証券 三菱電機
日本銀行 日立
みずほ銀行 シャープ
三井住友信託銀行 株式会社七十七銀行
ゆうちょ銀行 第一生命保険株式会社
りそな銀行 日本生命保険相互会社
日本政策投資銀行 株式会社みずほ銀行
農林中央金庫 日本電気株式会社
商工中金 ＮＴＴコミュニケーションズ

株式会社日本政策金融公庫
七十七銀行 株式会社仙台放送
第一生命保険 ソフトバンク株式会社
三井住友海上火災保険 各電力会社
東京海上日動火災保険
住友生命保険 ［教育研究職］
損保ジャパン 北海道大学
日本放送協会 山形大学
電通 東北大学
博報堂 筑波大学
JTB 大阪大学
NTT 広島大学
KDDI 岡山大学
JR東日本 北星学園大学
日本郵船 東北学院大学
AGC（旧旭硝子） 東北福祉大学
JX金属 青山学院大学
トヨタ自動車 上智大学
日産自動車 創価大学
パナソニック 法政大学
NEC 関西学院大学
ヤマハ発動機 日本福祉大学
電源開発 同志社大学
日立製作所 九州産業大学
日本航空 ダッカ大学

（バングラディッシュ）川崎重工業
神戸製鋼所 貿易大学（ベトナム）
JFEスチール ベトナム国家大学

（ベトナム）キリン
サントリー 東南大学（中国）
東レ 復旦大学（中国）
各電力会社 武漢大学（中国）

INTERVIEW 5 学部卒業生の声

　私は現在、丸紅株式会社という総合商
社に勤務しています。
　総合商社は食料、生活産業、化学品、エ
ネルギー、金属、電力・プラント、輸送機と
いった広範な商品を取り扱い、国内外の
ネットワークを通じて、輸出入貿易や国内
外の事業投資・資源開発等の事業を多角
的に展開しています。「総合商社はこうい
う会社だ」と一口に定義するのが難しく、
それぐらい多種多様なビジネスモデルを有
しています。資源に乏しい日本だからこそ
発達した、世界的にも珍しい企業形態です。
その中で私は財務部に所属しており、トレー
ドファイナンス（貿易金融）業務に従事して
います。トレードファイナンス（貿易金融）
の中でも、海外の顧客との輸出入取引にお
いて、資金決済を円滑に行うための、輸出
債権の回収や輸入決済業務を主に担当し
ています。
　全社的に多くの営業部隊と関係を持ち、

国内外の銀行との交渉を通じて、幅広い
分野のビジネスと接点を持てることに誇り
とやりがいを感じています。　
　「人間力を生かして、グローバルなフィー
ルドで働きたい」と思ったきっかけは、在
学中の留学と塾講師の経験がベースにあ
ります。今後は海外駐在を通じてよりグ
ローバルな経験を積みたいと思っています。

学部・大学院 就職者数 進学者数 その他

学部全体 253名
（89％）

17名
（6％）

14名
（5％）

大学院全体 33名
（46％）

8名
（11％）

31名
（43％）

経済経営

経済経営
リサーチコース 20名

（51％）
8名

（21％）

11名
（28％）

※ 留学生の中には母
国へ帰国し活躍し
てる方も多いです。

高度グローバル
人材コース

会計専門職

公認会計士
コース 13名

（40％）
0名

（0％）
20名

（60％）会計リサーチ
コース

2020年3月現在

公務員
15%
情報
通信業
11%製造業

16%

その他の
業種
36%

金融業・
保険業
16%

進学
6%

2019年度学部生進路職種等

これまでも金融業や公務員への
就業が多いのですが、近年では
入社が難しいトップ企業の商社
等への就職も増えています。経
済学部のグローバルな教育が
就職に役立ちます。

2017年3月卒業
堀内 隆貴さん
丸紅株式会社勤務

人間力を生かしたフィールドで活躍
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地域イノベーション
研究センター

（2005年7月設立）

震災復興研究センター
（2011年4設立）

サービス・データ科学
研究センター

（2013年4月設立）

高齢経済社会研究センター
（2015年4月設立）

● 地域イノベーションプロデュー
サー塾（地域の中小企業の経
営人材等を対象に、革新的プ
ロデューサー育成する事業）を
実施

● 地域イノベーションアドバイザー
塾（地域の金融機関等の職員
を対象に高度な目利き力と支
援力を有する人材を育成する
事業）を実施

● 近隣大学、研究機関等 から
100名を超すメンバーの参画を
得て、震災復興調査研究を行
い、10冊を超える刊行物発行

● 内閣府の防災情報ページに本
センターのデータを基礎にし
た地震被害想定システム公開

● 東北大学災害科学国際研究所
と連携して国際会議（仙台防
災未来フォーラム）を実施

● 海外の研究者を招聘し、統計
学・計量統計学、ビッグデータ
に関するワークショップを定期
的に開催

● 企業との共同研究による特許
申請等（ブリジストン等）

● AIの共同研究に関する契約
締結により、企業と共同研究
開始

● 公共政策・加齢経済・医療経
済に関するアカデミックセミナー
等を定期的に開催

● 子ども人口時計（日本におけ
る少子化の状況をわかりやす
く「見える化」）を2012年から
継続的に公表

● みやぎ県民大学での講座開講

経済学研究科には、４つの研究センターが設置されています。

地域イノベーション研究センター ： 東北地域のイノベーション能力の向上を図り産業振興と経済発展に貢献するための企画提案や人材
育成を行っています。

震災復興研究センター ： 東日本大震災後に東北大の災害研究機関内で一番早く設立され、学内外機関と連携して東北地方
における地域経済・産業の災害から の復興に関する調査研究を行っています。

サービス・データ科学研究センター ： ビッグデータの有効活用によるサービス産業の生産性向上とイノベーション創出のための研究を行っ
ています。

高齢経済社会研究センター ： 高齢経済社会及びそれに対応した公共政策について先端的な研究を行っています。

黒田 雄太さん
東北大学大学院経済学研究科助教

「Econometrics」担当

INTERVIEW 6 INTERVIEW 7元留学生の声② 研究者の道へ

日本語に訳してみよう！

Nguyen Thi Phuong
Dung, Ph.D.
Lecturer, Faculty of Accounting and 
Auditing, University of Economics 
and Business, Vietnam National 
University （VNU） Hanoi （Vietnam）

I am working as a lecturer 
in Vietnam National Univer-
sity, Hanoi. I graduated my 
PhD course in Tohoku University in 2013. Tohoku 
University provided various supports to international 
students such as free Japanese courses, orientation in 
English, coffee hours between international students 
and Japanese students and so on. 

I was impressed with Sendai City and Tohoku people. 
Sendai city gives supports by organizing activities, 
festivals and volunteer organizations for international 
students. Tohoku people are so friendly and kind to us. 

　私は経済学部を卒業した後、経
済学研究科に進学して修士号・博
士号を取得し、現在は経済学研
究科の助教としてEconometrics

（計量経済学）の授業を担当しています。
学生だった時分に先生方からご指導いただいた豊富な知識や
最先端の技術を、今度は私が学生の皆さんに伝えられるように、
日々努力邁進しています。
　また、サービス・データ科学研究センター（DSSR）の所属研
究員として、日本の教育に関する様々なデータを利用し、教育
政策や制度変更が人々の行動に与える影響について定量的に
明かにする研究を行っています。
　近年は特に科学的根拠に基づいた政策立案が強く求められ
ているため、研究の学術的な価値だけではなく、現実の社会問
題の解決に対する貢献を意識して活動していきたいと考えてい
ます。

研究力の発信基地である各センター

母国の教育・研究に貢献 最先端の教育・研究に挑戦
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　経済学部では、留学や海外研修に参加を希望の学生のために、様々なプログラムを提供しています。また、国際交流支援室を設置し、留
学相談、派遣学生のサポートなどを行っています。

　66校の大学と大学間・部局間協定を締結しています。留学時に授業料等不徴収とする交流協定もあり、多くの学生が留学しています。

2019年度　派遣留学生88名

36名（うち大学間31名、部局間5名）

派遣日本人学生比率 文系1位

52名（うち大学間45名、部局間7名）

主な渡航先
アメリカ、ベトナム、スペイン等

主な渡航先
ドイツ、スウェーデン、シンガポール、フランス等

　私は現在、スウェーデンのウプサラ大学に1年間の長
期交換留学をしています。講義ではスウェーデンの政治・
社会福祉の制度や歴史、ジェンダーと経済の関係性、持
続可能な社会制度や環境と経済の関係などを学んでい
ます。自分が日本で感じていた「学ぶべきモデル」として
の北欧の制度の在り方と、スウェーデンで人々が抱えて
いる自国の制度の問題意識の差を講義を通して感じ、現
地に身を置いて学ぶことの重要性を実感しています。　　
　日々の生活でも発見することが多いです。例えば、日
照時間が短い時期が長く続く冬を乗り越えるために生活
を多様に工夫するスウェーデンの暮らし方を学びました。
フィーカというコーヒーとシナモンロールと共に家族や
友人と会話を楽しむ時間を持つ文化や、インテリアや灯
りで室内を装飾し、思い思いに読書、ジムや料理の時間
を過ごす文化は厳しい冬を乗り越えるために長い間大切
にされてきた習慣だと知りました。現地の文化をその地
に住む人々と体験することも留学ならではの経験だと感
じています。
　東北大学の派遣交換留学プログラムは、自分の目的に
合った大学を世界中の協定校から選ぶことができること
が大きな魅力です。また、自分の研究プランに合わせて
在学中の予定をフレキシブルに組むことができるのも経
済学部の強みだと思います。私も残りの留学期間で知見
を深め、帰国後の活動や学びに繋げたいです。

海外留学・各種留学プログラム

東北大学経済学部から世界へ

長期留学（６か月以上） 短期留学

手巻き寿司を披露した際の一枚。中央の着物の方が庄子さん

授業風景 フィーカ中の様子

1日の生活
  8：00 起床
10：00〜15：00 授業
15：00〜16：00 自習
16：00〜18：00 スウェーデン語の授業
18：00〜19：00 友人とフィーカ
19：00 帰宅、夕食を寮の友人と作る
23：00 自習・課題
  1：00 就寝

☆週末には数ある学生団体のイベントに参加して他国からの留学生と交流を深めています！

東北大学経済学部3年　庄子 美彩

ウプサラ大学
Uppsala University, スウェーデン

SWE
DEN

世界から東北大学経済学部へ
2019年度　外国人留学生 

約20ヶ国から210名を受け入れてます。
（2019年度実績）
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　経済学部のある川内南キャンパスには東北大学附属図書館があり約280万冊の図書、約4万5千冊の
雑誌の蔵書があります。他、電子ブックや電子ジャーナル等もあり、学内限定の閲覧が可能になっています。
開館時間（1号館）は、平日：午前8時から夜10時、土日：午前10時から夜10時（試験期間等により変動
有）。学習エリアも広く個別スペースも多いので、試験期間には多くの学生が利用しています。
　また、経済学部の建物内にも図書室が設置されています。経済経営専門の雑誌やデータベースの利用
が可能となっており、卒業生の博士論文や本研究科で発行されているディスカッションペーパーなども閲
覧することができます。学生の皆さんは学習・研究活動のために積極的に活用しています。

　経済学部では全学の支援窓口と連携してよりきめ細かくみなさんの支援をするため、学生相談室を設
置しています。学習や学生生活など、一人で困難を抱え込まず、相談窓口へ連絡できるような体制を整え
ています。担当の教員がおり、専用のメールアドレスもあります。

　文系学部の講義が行われている文科系総合講義棟は、2015年に新設され、 充実した最新の設備を
備えています。学部1，2年次の入門科目をはじめ、 経済学部の講義の多くがここで行われています。1階
には、自由に勉強ができる コモンスペースがあり、多くの学生が活用してます。また、大学生協の売店や
国際交流オアシスもあります。

　1913年、東北大学は日本の帝国大学（当時）
で初めて女子学生を受け入れました。その伝統
を引き継ぎ、現在は男女共同参画推進センター
を中心に、学生や研究者が、出産・育児・介護等
を理由に大学生活や研究を断念することがない
よう、研究と育児等の両立を目的とした支援を
行っています。そのような中、2019年7月に経
済学部では、男女共同参画・女性研究者セミナー

「女性研究者って？研究者の仕事と生活」を開

催しました。本セミナーには、経済学研究科教
員・学生・院生だけではなく、他学部の学生・院
生、自治体の男女共同参画課職員など約40名
が参加しました。セミナー内では、経済学研究
科女性教員から、研究者に至るまでの道、研究
者としてのやりがいや苦労、生活との両立におけ
る悩みや工夫などについて報告があり、それに
対して会場では活発な質疑応答が行われ、非常
に盛況なセミナーとなりました。

　経済学部では、留学生や留学・国際交流を考えている学生をサポートする国際交流支援室を設置して
います。専門のスタッフが常駐しており、留学相談、留学準備のための研修等を行っています。また、経
済学部内で留学生との交流会を主催し、多くの日本人学生が参加しています。さらに留学生のサポート
を行う日本人学生のチューターを募集し、双方の語学能力、コミュニケーション能力を高めています。

　経済学部同窓会組織である「経和会」は、経済学部の発展に寄与することを目的とし
て活動しています。経済学部出身の著名人の講演会、懇親会も積極的に開催されています。
在学中の学生も活動に参加することができます。（東北大学経済学部同窓会 経和会　
http://www.econ.tohoku.ac.jp/keiwakai/index.html）

経済学部の学生の教育・研究を支援

附属図書館・経済学部図書室

経済学部の学生の学修や生活についての相談窓口

学生相談室など

充実した環境での学習

文系総合講義棟

2019 年度 経済学研究科 
男女共同参画・女性研究者セミナー 開催報告

学生の強力な味方

経済学部国際交流支援室

目指すOB・OGに会ってみよう

経済学部同窓会 経
けい

和
わ

会
かい

学生生活をしっかりサポート

東氏は東北大学経済学部を卒業
後、NHKディレクター、国連政務官、
外交官、研究者と立場を変えなが
ら、平和構策に関わる仕事をされて
ます。国連政務官時代に実務責任
者としてアフガニスタンの和解最高
評議会や日本政府が50億円を拠出
した和解基金設立の舞台裏を担い、
日本の平和活動に貢献。

東京地区交流セミナーで
講演いただいた東 大作氏
上智大学 グローバル教育センター
／国際関係研究所 教授
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大学入学共通テスト利用教科・科目　◎指定科目，○選択科目

出題
教科

グル
ープ 出題科目 ＡＯ

Ⅲ期
一般

（前期）
一般

（後期） 備　考

国語 『国語』 ◎ ◎ ◎

地理
歴史

「世界史Ｂ」 ○ ○ ○
２科目選択「日本史Ｂ」 ○ ○ ○

「地理Ｂ」 ○ ○ ○
公民 『倫理，政治･経済』 ○ ○ ○

数学

① 『数学Ⅰ・数学Ａ』 ◎ ◎ ◎

②
『数学Ⅱ・数学Ｂ』 ○ ○ ○ １科目選択

普通科・理数科
以外※２

『簿記・会計』 ○ ○ ○
『情報関係基礎』 ○ ○ ○

理科

①

「物理基礎」 ○ ○ ○ ①の基礎を付した
科目から２科目選択　
又は
②の基礎を付さない
科目から１科目選択

（基礎を付さない科
目を２科目受験した
場合は，第１解答科
目の成績を利用しま
す。）※１･３

「化学基礎」 ○ ○ ○
「生物基礎」 ○ ○ ○
「地学基礎」 ○ ○ ○

②

「物理」 ○ ○ ○
「化学」 ○ ○ ○
「生物」 ○ ○ ○
「地学」 ○ ○ ○

外国語

『英語』   ◎※４ ○ ○

１科目選択
（『英語』については，リ
スニングを含みます。）

『ドイツ語』 ○ ○
『フランス語』 ○ ○
『中国語』 ○ ○
『韓国語』 ○ ○

※１　「理科（②の基礎を付さない科目）」において，指定した科目以外の科目を第１解答科目として受験
した場合には，出願できません。

※２　総合学科の受験者については，当該学校の学科の原則履修科目，総合選択科目，自由選択科目に
おいて，「数学Ⅱ」及び「数学Ｂ」を設けていない場合に限り，『簿記・会計』，『情報関係基礎』を選
択できます。

※３　『①の基礎を付した科目から２科目』と『②の基礎を付さない科目から１科目』を受験した場合，高
得点となる方の成績を利用します。

※４　外国語の『英語』については，リスニングを含み，筆記試験（100点満点），リスニング（100点満点）
の成績を，筆記試験（150点満点），リスニング（50点満点）の配点に換算して得た合計点を素点
として利用します。なお，リスニングの受験を免除された者については，筆記試験（200点満点）の
成績を，素点として利用します。

※５　2020年度以前の大学入学共通テストの成績は，利用しません。

大学入学共通テスト利用教科・科目　◎指定科目，○選択科目

出題
教科

グル
ープ 出題科目 ＡＯ

Ⅲ期
一般

（前期）
一般

（後期） 備　考

国語 『国語』 ◎ ◎ ◎

地理
歴史

「世界史Ｂ」 ○ ○ ○ １科目選択
（２科目受験した場
合は，第１解答科目
の成績を利用します。）
※１

「日本史Ｂ」 ○ ○ ○
「地理Ｂ」 ○ ○ ○

公民 『倫理，政治･経済』 ○ ○ ○

数学

① 『数学Ⅰ・数学Ａ』 ◎ ◎ ◎

②
『数学Ⅱ・数学Ｂ』 ○ ○ ○ １科目選択

普通科・理数科
以外※２

『簿記・会計』 ○ ○ ○
『情報関係基礎』 ○ ○ ○

理科 ②

「物理」 ○ ○ ○

②の基礎を付さない
科目から２科目選択

「化学」 ○ ○ ○
「生物」 ○ ○ ○
「地学」 ○ ○ ○

外国語

『英語』   ◎※3 ○ ◎

１科目選択
（『英語』については，リ
スニングを含みます。）

『ドイツ語』 ○
『フランス語』 ○
『中国語』 ○
『韓国語』 ○

※１　「地理歴史」及び「公民」において，指定した科目以外の科目を第１解答科目として受験した場合
には，出願できません。

※２　総合学科の受験者については，当該学校の学科の原則履修科目，総合選択科目，自由選択科目に
おいて，「数学Ⅱ」及び「数学Ｂ」を設けていない場合に限り，『簿記・会計』，『情報関係基礎』を選
択できます。

※３　外国語の『英語』については，リスニングを含み，筆記試験（100点満点），リスニング（100点満点）
の成績を，筆記試験（150点満点），リスニング（50点満点）の配点に換算して得た合計点を素点
として利用します。なお，リスニングの受験を免除された者については，筆記試験（200点満点）の
成績を，素点として利用します。

※４　2020年度以前の大学入学共通テストの成績は，利用しません。

配点
大学入学共通テスト

面接
試験国語

地理
歴史

・公民
数学 理科 外国語 小計 合計

第２次
選考 200 200 200 100 200 900 250 1,150

※１　出願書類の評価は面接点に含めます。

配点
大学入学共通テスト

面接
試験国語

地理
歴史

・公民
数学 理科 外国語 小計 合計

第２次
選考 200 100 200 200 200 900 250 1,150

※１　出願書類の評価は面接点に含めます。

ＡＯ入試Ⅲ期
募 集 人 員 58名
出 願 受 付 2021年１月19日（火）～1月22日（金）
受 験 日 2021年2月8日（月）
合 格 発 表 2021年2月10日（水）

出 願 資 格

次のいずれかに該当する者とします。
① 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2021年3月

卒業見込みの者
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等又は相当する課程

を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当該
課程を修了した者及び2021年3月までに修了見込みの者

出 願 要 件

次のすべての要件を満たすこととします。
① 本学経済学部での勉学を強く志望し，合格した場合には必

ず入学することを確約できる者
② 2021年度大学入学共通テストにおいて，指定する教科・科

目を受験した者

選 抜 方 法

　出願書類の内容，大学入学共通テストの成績及び面接試験の
結果を総合して合格者を決定します。
　志願者数が募集人員を大幅に上回る場合には，大学入学共通
テストの成績により第１次選考を行うことがあります。この場合は，
第１次選考合格者にのみ第２次選考を行います。
　出願書類については，高等学校の教科成績のほか，学校内外
の様々な学習成果や活動実績，資格等（英語の資格・検定試験な
ど）を評価します。

ＡＯ入試Ⅲ期
募 集 人 員 10名
出 願 受 付 2021年１月19日（火）～1月22日（金）
受 験 日 2021年2月8日（月）
合 格 発 表 2021年2月10日（水）

出 願 資 格

次のいずれかに該当する者とします。
① 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2021年3月

卒業見込みの者
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等又は相当する課程

を有するものとして認定又は指定した在外教育施設の当該
課程を修了した者及び2021年3月までに修了見込みの者

出 願 要 件

次のすべての要件を満たすこととします。
① 本学経済学部での勉学を強く志望し，合格した場合には必

ず入学することを確約できる者
② 2021年度大学入学共通テストにおいて，指定する教科・科

目を受験した者
③ 数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学A及び数学B（理数科にあって

は，理数数学Ⅰ理数数学Ⅱ及び理数数学特論）を履修した
者又は履修中の者

選 抜 方 法

　出願書類の内容，大学入学共通テストの成績及び面接試験の
結果を総合して合格者を決定します。
　志願者数が募集人員を大幅に上回る場合には，大学入学共通
テストの成績により第１次選考を行うことがあります。この場合は，
第１次選考合格者にのみ第２次選考を行います。
　出願書類については，高等学校の教科成績のほか，学校内外
の様々な学習成果や活動実績，資格等（英語の資格・検定試験な
ど）を評価します。

経済学部の入試（ＡＯⅢ期・一般選抜（前期）・一般選（後期））

文
　
系

理
　
系
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個別学力試験実施教科・科目及び試験時間　◎指定科目，○選択科目

出題教科 出題科目 受験科目数 試験時間

国　語
国 語 総 合 ◎

３ 150分現 代 文 Ｂ ◎
古 典 Ｂ ◎

数　学

数 学 Ⅰ ◎

4 100分
数 学 Ⅱ ◎
数 学 Ａ ◎
数 学 Ｂ ◎

外国語 英 語 ◎ 1 100分
※１　数学の出題範囲中，数学Ｂは「数列」，「ベクトル」とします。
※２　外国語中，英語については，「コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ」及び「英語表現ⅠⅡ」を併せて１科目とします。

配点
区分 国語 地理歴史

・公民 数学 理科 外国語 計 総点

共通テスト 100 250 100 100 100 650
1,550

個別 300 ― 300 ― 300 900

個別学力試験実施教科・科目及び試験時間　◎指定科目，○選択科目

出題教科 出題科目 受験科目数 試験時間

数　学

数 学 Ⅰ ◎

5 150分
数 学 Ⅱ ◎
数 学 Ⅲ ◎
数 学 Ａ ◎
数 学 Ｂ ◎

理　科

物理基礎・物理○

2 150分化学基礎・化学○
生物基礎・生物○
地学基礎・地学○

外国語 英 語 ◎ 1 100分
※１　数学の出題範囲中，数学Ｂは「数列」，「ベクトル」とします。
※２　理科については，各科目の基礎を付した科目と基礎を付さない科目を併せてそれぞれ１科目とし，全範囲を

出題範囲とします。
※３　外国語中，英語については，「コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ」及び「英語表現ⅠⅡ」を併せて１科目とします。

配点
区分 国語 地理歴史

・公民 数学 理科 外国語 計 総点

共通テスト 150 100 150 100 150 650 1,550個別 ― ― 300 300 300 900

個別学力試験実施教科・科目及び試験時間　◎指定科目，○選択科目

出題教科 出題科目 受験科目数 試験時間

数　学

数 学 Ⅰ ◎

4 100分
数 学 Ⅱ ◎

数 学 Ａ ◎

数 学 Ｂ ◎

外国語 英 語 ◎ 1 100分
※１　数学の出題範囲中，数学Ｂは「数列」，「ベクトル」とします。
※２　外国語中，英語については，「コミュニケーション英語ⅠⅡⅢ」及び「英語表現ⅠⅡ」を併せて１科目とします。

配点
区分 国語 地理歴史

・公民 数学 理科 外国語 計 総点

共通テスト 200 100 ※１ ※１ ※１ 300
900

個別 ― ― 300 ― 300 600
※１　大学入学共通テストの利用について，第１段階選抜の際には「国語」，「地理歴史・公民」，「数学」，「理科」及

び「外国語」を利用し，入学者選抜の際には「国語」及び「地理歴史・公民」を利用します。

個別学力試験実施教科・科目及び試験時間　◎指定科目，○選択科目

出題教科 出題科目 受験科目数 試験時間

数　学

数 学 Ⅰ ◎

5 150分
数 学 Ⅱ ◎
数 学 Ⅲ ◎
数 学 Ａ ◎
数 学 Ｂ ◎

※１　数学の出題範囲中，数学Ｂは「数列」，「ベクトル」とします。

面接試験 出願書類と面接試験により経済社会問題への関心と意欲，論理
的な思考能力及びコミュニケーション能力等を評価します。

配点

区分 国語
地理
歴史

・公民
数学 理科 外国語 面接

試験 計 総点

共通テスト 100 50 ※１ 150 150 ― 450
900

個別 ― ― 350 ― ― 100 450
※１　大学入学共通テスト「数学」は第１段階選抜のみに利用します。

一般選抜（後期日程）
募 集 人 員 10名
出 願 受 付 2021年1月25日（月）～2月3日（水）
受 験 日 2021年3月12日（金）
合 格 発 表 2021年3月22日（月）

出 願 資 格

入学を志願することのできる者は，次のいずれかに該当し，かつ，
2021年度大学入学者選抜大学入学共通テストのうち経済学部
が指定する教科・科目を受験した者とします。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2021年3月卒

業見込みの者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2021年

3月修了見込みの者
(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業

した者と同等以上の学力があると認められる者及び2021年3
月31日までにこれに該当する見込みの者

一般選抜（前期日程）
募 集 人 員 147名
出 願 受 付 2021年1月25日（月）～2月3日（水）
受 験 日 2021年2月25日（木）～2月26日（金）
合 格 発 表 2021年3月9日（火）

出 願 資 格

入学を志願することのできる者は，次のいずれかに該当し，かつ，
2021年度大学入学者選抜大学入学共通テストのうち経済学部
が指定する教科・科目を受験した者とします。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2021年3月卒

業見込みの者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2021年

3月修了見込みの者
(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業

した者と同等以上の学力があると認められる者及び2021年3
月31日までにこれに該当する見込みの者

一般選抜（前期日程）
募 集 人 員 10名
出 願 受 付 2021年1月25日（月）～2月3日（水）
受 験 日 2021年2月25日（木）～2月26日（金）
合 格 発 表 2021年3月9日（火）

出 願 資 格

入学を志願することのできる者は，次のいずれかに該当し，かつ，
2021年度大学入学者選抜大学入学共通テストのうち経済学部
が指定する教科・科目を受験した者とします。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2021年3月卒

業見込みの者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2021年

3月修了見込みの者
(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業

した者と同等以上の学力があると認められる者及び2021年3
月31日までにこれに該当する見込みの者

2021年度入学者用入試情報
一般選抜（後期日程）
募 集 人 員 25名
出 願 受 付 2021年1月25日（月）～2月3日（水）
受 験 日 2021年3月12日（金）
合 格 発 表 2021年3月22日（月）

出 願 資 格

入学を志願することのできる者は，次のいずれかに該当し，かつ，
2021年度大学入学者選抜大学入学共通テストのうち経済学部
が指定する教科・科目を受験した者とします。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2021年3月卒

業見込みの者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2021年

3月修了見込みの者
(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業

した者と同等以上の学力があると認められる者及び2021年3
月31日までにこれに該当する見込みの者
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