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■BX001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学１ 

(Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学 

担当者名 

（Instructor） 
大友 敏明(OTOMO TOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX001  経済学科 登録クラスは履修登録状況画面で確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が社会経済学の基礎的な知識を習得することで学位授与方針の学修成果に掲げる「経済現象を歴史的・理論的に考察す

る」能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、社会経済学の基礎を扱います。経済学には、いろいろな考え方があります。この講義は、マルクス経済学の立場か

ら資本主義とは何かについて考察します。はじめに重商主義や古典派経済学などの社会経済学の歴史的発展について概観した

後、商品あるいは貨幣とは何かといったことから解き明かし、次に労働力はなぜ商品になるのか、資本とは何か、剰余はどのよう

にして生まれるかなど社会経済学の初歩的な理論について学びます。さらに、具体的なトピックを取り上げ、社会経済学によって

現実の経済問題をどのようにみることができるかについて学びます。この講義をつうじて経済学の古典の学び方や現代の経済問

題に接近する糸口をつかむことができます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会経済学の源流① 

3. 社会経済学の源流② 

4. 社会経済学の源流③ 

5. 社会経済学の源流④ 

6. 社会経済学の基礎概念① 

7. 社会経済学の基礎概念② 

8. 社会経済学の基礎概念③ 

9. 社会経済学の基礎概念④ 

10. 社会経済学と現代経済① 

11. 社会経済学と現代経済② 

12. 社会経済学と現代経済③ 

13. 社会経済学と現代経済④ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献を参照して授業に臨んでください。また新聞をよく読み、現実の経済問題に対する関心をもつように心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中谷俊博、2012 年、『やさしい経済学史』、日本経済評論社 

2. 大谷禎之介、2001 年、『社会経済学』、桜井書店 

3. 角田修一、2003 年、『社会経済学入門』、大月書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 2 - 

■BX002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学２ 

(Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロ経済学・マクロ経済学入門 

担当者名 

（Instructor） 
関口 智(SEKIGUCHI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX002 経済学科 登録クラスは履修登録状況画面で確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学とマクロ経済学の初歩を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本経済のさまざまなトピックスを取り上げる中で、ミクロ経済学とマクロ経済学の初歩を学ぶ。その際、ミクロ経済学・マクロ経済

学の基本的な概念や枠組みを網羅しつつ、現実の日本経済が抱える様々な課題も合わせて解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（１） 

3. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（２） 

4. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（３） 

5. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（４） 

6. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（１） 

7. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（２） 

8. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（３） 

9. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（４） 

10. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（１） 

11. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（２） 

12. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（３） 

13. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（４） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを事前に予習し、授業後には教員のスライド・板書などを復習し、与えられた課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー（出席）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日経ビジネス編、2014、『日本経済入門』、日経 BP社 (ISBN:978-4-8222-7798-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX003 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学１ 

(Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX003 経済学科 登録クラスは履修登録状況画面で確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が社会経済学の基礎的な知識を習得することで学位授与方針の学修成果に掲げる「経済現象を歴史的・理論的に考察す

る」能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、社会経済学の基礎を扱います。経済学には、いろいろな考え方があります。この講義は、マルクス経済学の立場か

ら資本主義とは何かについて考察します。はじめに重商主義や古典派経済学などの社会経済学の歴史的発展について概観した

後、商品あるいは貨幣とは何かといったことから解き明かし、次に労働力はなぜ商品になるのか、資本とは何か、剰余はどのよう

にして生まれるかなど社会経済学の初歩的な理論について学びます。さらに、具体的なトピックを取り上げ、社会経済学によって

現実の経済問題をどのようにみることができるかについて学びます。この講義をつうじて経済学の古典の学び方や現代の経済問

題に接近する糸口をつかむことができます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会経済学の源流① 

3. 社会経済学の源流② 

4. 社会経済学の源流③ 

5. 社会経済学の源流④ 

6. 社会経済学の基礎概念① 

7. 社会経済学の基礎概念② 

8. 社会経済学の基礎概念③ 

9. 社会経済学の基礎概念④ 

10. 社会経済学と現代経済① 

11. 社会経済学と現代経済② 

12. 社会経済学と現代経済③ 

13. 社会経済学と現代経済④ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献を参照して授業に臨んでください。また新聞をよく読み、現実の経済問題に対する関心をもつように心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中谷俊博、2012 年、『やさしい経済学史』、日本経済評論社 

2. 大谷禎之介、2001 年、『社会経済学』、桜井書店 

3. 角田修一、2003 年、『社会経済学入門』、大月書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学２ 

(Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロ経済学・マクロ経済学入門 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX004 経済学科 登録クラスは履修登録状況画面で確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学とマクロ経済学の初歩を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本経済のさまざまなトピックスを取り上げる中で、ミクロ経済学とマクロ経済学の初歩を学ぶ。その際、ミクロ経済学・マクロ経済

学の基本的な概念や枠組みを網羅しつつ、現実の日本経済が抱える様々な課題も合わせて解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（１） 

3. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（２） 

4. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（３） 

5. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（４） 

6. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（１） 

7. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（２） 

8. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（３） 

9. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（４） 

10. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（１） 

11. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（２） 

12. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（３） 

13. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（４） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを事前に予習し、授業後には教員のスライド・板書などを復習し、与えられた課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー（出席）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日経ビジネス編、2014、『日本経済入門』、日経 BP社 (ISBN:978-4-8222-7798-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学１ 

(Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX005 経済政策学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が社会経済学の基礎的な知識を習得することで学位授与方針の学修成果に掲げる「経済現象を歴史的・理論的に考察す

る」能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、社会経済学の基礎を扱います。経済学には、いろいろな考え方があります。この講義は、マルクス経済学の立場か

ら資本主義とは何かについて考察します。はじめに重商主義や古典派経済学などの社会経済学の歴史的発展について概観した

後、商品あるいは貨幣とは何かといったことから解き明かし、次に労働力はなぜ商品になるのか、資本とは何か、剰余はどのよう

にして生まれるかなど社会経済学の初歩的な理論について学びます。さらに、具体的なトピックを取り上げ、社会経済学によって

現実の経済問題をどのようにみることができるかについて学びます。この講義をつうじて経済学の古典の学び方や現代の経済問

題に接近する糸口をつかむことができます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会経済学の源流① 

3. 社会経済学の源流② 

4. 社会経済学の源流③ 

5. 社会経済学の源流④ 

6. 社会経済学の基礎概念① 

7. 社会経済学の基礎概念② 

8. 社会経済学の基礎概念③ 

9. 社会経済学の基礎概念④ 

10. 社会経済学と現代経済① 

11. 社会経済学と現代経済② 

12. 社会経済学と現代経済③ 

13. 社会経済学と現代経済④ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献を参照して授業に臨んでください。また新聞をよく読み、現実の経済問題に対する関心をもつように心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中谷俊博、2012 年、『やさしい経済学史』、日本経済評論社 

2. 大谷禎之介、2001 年、『社会経済学』、桜井書店 

3. 角田修一、2003 年、『社会経済学入門』、大月書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX006 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学２ 

(Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロ経済学・マクロ経済学入門 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 晃大(ABE AKIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX006 経済政策学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学とマクロ経済学の初歩を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本経済のさまざまなトピックスを取り上げる中で、ミクロ経済学とマクロ経済学の初歩を学ぶ。その際、ミクロ経済学・マクロ経済

学の基本的な概念や枠組みを網羅しつつ、現実の日本経済が抱える様々な課題も合わせて解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（１） 

3. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（２） 

4. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（３） 

5. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（４） 

6. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（１） 

7. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（２） 

8. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（３） 

9. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（４） 

10. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（１） 

11. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（２） 

12. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（３） 

13. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（４） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを事前に予習し、授業後には教員のスライド・板書などを復習し、与えられた課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー（出席）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日経ビジネス編、2014、『日本経済入門』、日経 BP社 (ISBN:978-4-8222-7798-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX007 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学 

(Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 泉(TANAKA IZUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX007 経済・経済政策・会計ファイナンス学科３・４年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学とマクロ経済学の視点から経済学の知識と思考方法の基礎を身につける。結論を丸暗記するのではなく，結論に至

る過程を理解し，自分の頭で経済問題について考えられるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロ経済学の分野では「市場メカニズムの構造とその機能」，マクロ経済学の分野では「経済の変動メカニズム」を中心に講義

する。初学者向けの講義であるので，微分などの数学は用いずに，グラフを多用してできるだけわかりやすく，かつ，日常生活や

現実の経済問題との接点を大切にしながら説明する。 

ただし，受講生は「論理的な思考」を苦にしないことが望まれる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. ミクロ経済学における需要と供給  

3. 需要曲線と供給曲線の性質  

4. 限界効用（留保価格・限界価値）の概念  

5. 余剰概念  

6. 企業の生産関数  

7. 機会費用の概念と企業の長期費用構造  

8. 利潤最大化の条件  

9. 完全競争企業の利潤最大化生産量  

10. 完全競争市場の長期均衡  

11. 不完全競争市場  

12. 独占企業、独占的競争企業の利潤最大化生産量  

13. 市場取引と資源配分の効率性  

14. 中間テスト 

15. 秋学期ガイダンス  

16. マクロ経済学における需要と供給，集計の概念  

17. GDP とは何か  

18. 名目 GDP，実質 GDP，GDP デフレーター  

19. 有効需要の概念  

20. 乗数メカニズム  

21. 45 度線モデル  

22. 貯蓄と投資のバランス  

23. 貨幣の機能とその範囲  

24. 貨幣の供給 

25. 貨幣の需要  

26. 利子率と民間投資（IS-LM モデル） 

27. マクロ経済政策の目的とその手段  

28. まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録終了後に Blackboard 上で履修者に対して行う。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間点テスト(40%) 

欠席回数が 10 回以上の場合には D 評価とするので就職活動をする際には特に注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤元重、2015、『入門経済学第 4 版』、日本評論社 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX008 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／政策分析概論 

(Introduction to Policy Studies) 

担当者名 

（Instructor） 

関口 智(SEKIGUCHI SATOSHI) 

櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

デウィット，Ａ．(DEWIT,ANDREW) 

遠山 恭司(TOYAMA KYOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EPS1510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX008 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 政策分析の学び方にふれつつ，基本的な視点と現在の課題を把握する。経済政策学科における科目構成の全体像をつかみ，

各自の研究テーマに沿う科目履修に役立てる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本科目は，経済政策学科の導入科目である。経済政策関連科目を担当する専任教員が，それぞれの専門とする政策分野につ

いて，主要講義科目で学ぶべき内容を概説する。これにより，経済政策の体系や， 経済学を応用した政策分析の方法を紹介

し，世界と日本が直面する現在の政策課題を明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション （遠山） 

2. 経済政策 （櫻井） 

3. 経済政策 （櫻井） 

4. 財政政策 （関口） 

5. 財政政策 （関口） 

6. 労働・社会政策 （首藤） 

7. 労働・社会政策 （首藤） 

8. 産業と政策 （菊池） 

9. 産業と政策 （菊池） 

10. 環境・都市政策 （一ノ瀬） 

11. 環境・都市政策 （一ノ瀬） 

12. グローバル化と政策 （デウィット） 

13. グローバル化と政策 （デウィット） 

14. まとめ （遠山） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 主要な使用教材を教育支援システム（Blackboard）にアップするので，予習・復習に役立てること。また，授業内で指示される課

題について準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/出席とリアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特定のテキストは使用しない。必要に応じて講義時に資料を配付することがある。 

 

参考文献（Readings） 

 それぞれの担当者が講義時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX009 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX009／経済数学入門 

(Introduction to Economic Mathematics) 

担当者名 

（Instructor） 
古川 徹也(FURUKAWA TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科１年Ａ～Ｇ組，経済学科２～４年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロあるいはマクロ経済学を理解するには，数学の知識が欠かせない。この講義では，その中でもとくに，初・中級レベルの経

済学において用いられる基本的な数学について，学生が理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）経済学と数学との関係を知るために，ミクロあるいはマクロ経済学の内容の中と，高校までに身に付けているはずの数学の知

識との関係について講義する。 

２）微分，偏微分が経済学においてどのように利用されるかを理解し，それが受講生の「武器」となることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：経済学と数学の関係のイントロダクション 

2. 2 次関数と独占・寡占市場 

3. 指数・対数と経済学 

4. 数列と乗数モデル 

5. 微分：微分の概念と計算公式 

6. 微分：極大，極小と微分 

7. ベクトルと予算制約 

8. 多変数の微分：ラグランジュの未定乗数法 

9. ラグランジュの未定乗数法の練習 

10. 行列とは何か 

11. 行列の計算と応用 

12. 確率とその応用：条件付き確率の考え方 

13. 確率とその応用：期待値と期待効用 

14. 最終レポートの解説による講義の復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中学から高校初年次で学ぶ程度の数学の知識は前提とするので，それらを忘れてしまったという人は補っておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/最終レポート(Final Report)(10%)/随時行う小テスト(10%) 

「随時行う小テスト」は Blackboard を利用する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 尾山大輔・安田洋祐、2013、『経済学で出る数学（改訂版）』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-55659-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の講義資料を Blackboardにアップするので，必要な部分を講義に持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX010 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX010／経済数学入門 

(Introduction to Economic Mathematics) 

担当者名 

（Instructor） 
古川 徹也(FURUKAWA TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科１年Ｈ～Ｏ組，経済学科２～４年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロあるいはマクロ経済学を理解するには，数学の知識が欠かせない。この講義では，その中でもとくに，初・中級レベルの経

済学において用いられる基本的な数学について，学生が理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）経済学と数学との関係を知るために，ミクロあるいはマクロ経済学の内容の中と，高校までに身に付けているはずの数学の知

識との関係について講義する。 

２）微分，偏微分が経済学においてどのように利用されるかを理解し，それが受講生の「武器」となることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：経済学と数学の関係のイントロダクション 

2. 2 次関数と独占・寡占市場 

3. 指数・対数と経済学 

4. 数列と乗数モデル 

5. 微分：微分の概念と計算公式 

6. 微分：極大，極小と微分 

7. ベクトルと予算制約 

8. 多変数の微分：ラグランジュの未定乗数法 

9. ラグランジュの未定乗数法の練習 

10. 行列とは何か 

11. 行列の計算と応用 

12. 確率とその応用：条件付き確率の考え方 

13. 確率とその応用：期待値と期待効用 

14. 最終レポートの解説による講義の復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中学から高校初年次で学ぶ程度の数学の知識は前提とするので，それらを忘れてしまったという人は補っておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/最終レポート(Final Report)(10%)/随時行う小テスト(10%) 

「随時行う小テスト」は Blackboard を利用する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 尾山大輔・安田洋祐、2013、『経済学で出る数学（改訂版）』、日本評論社 (ISBN:978-4-535-55659-1) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の講義資料を Blackboardにアップするので，必要な部分を講義に持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX011／経済数学入門 

(Introduction to Economic Mathematics) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 泉(TANAKA IZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済政策学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学・経営学で最低限必要とされる数学の知識・考え方の基礎を身につけることで、数学の概念に関する正しいイメージを基

礎として経済モデルに共通する数学的構造を直感的につかむことができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校卒業程度の知識（1 次関数）を出発点として，経済学・経営学で多用される数学的手法を講義する。特に高校で学んだ 1

変数関数の微分の復習から始まって、2 変数（多変数）関数の微分、極値問題、制約条件付き極値問題の基本を中心に説明し，

経済学・経営学で多用される微分の概念と経済学・経営学の概念の関係を明らかにする。経済学への応用としてミクロ経済学の

トピックをいくつか取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 関数とは 

3. 1 次関数と直線の方程式 

4. 微分係数と限界の概念 

5. 基本的な 1 変数関数の微分の公式 

6. 合成関数・逆関数の微分 

7. 1 変数関数の極大・極小問題 

8. ２変数関数の偏微分 

9. 全微分の概念 

10. 全微分の応用 

11. 2 変数関数の極大・極小問題、制約条件付き極値問題 

12. 経済学・経営学における応用（短期の利潤最大化） 

13. 経済学・経営学における応用（長期の利潤最大化） 

14. 経済学・経営学における応用（効用最大化、費用最小化） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録完了後に Blackboard 上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

5 回以上欠席したものはＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 尾山大輔・安田洋祐、2013、『改定版 経済学で出る数学』、日本評論社 

2. 丹野忠晋、2017、『経済数学入門』、日本評論社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX012／経済数学入門 

(Introduction to Economic Mathematics) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 泉(TANAKA IZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
会計ファイナンス学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学・経営学で最低限必要とされる数学の知識・考え方の基礎を身につけることで、数学の概念に関する正しいイメージを基

礎として経済モデルに共通する数学的構造を直感的につかむことができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中学校卒業程度の知識（1 次関数）を出発点として，経済学・経営学で多用される数学的手法を講義する。特に高校で学んだ 1

変数関数の微分の復習から始まって、2 変数（多変数）関数の微分、極値問題、制約条件付き極値問題の基本を中心に説明し，

経済学・経営学で多用される微分の概念と経済学・経営学の概念の関係を明らかにする。経済学への応用としてミクロ経済学の

トピックをいくつか取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 関数とは 

3. 1 次関数と直線の方程式 

4. 微分係数と限界の概念 

5. 基本的な 1 変数関数の微分の公式 

6. 合成関数・逆関数の微分 

7. 1 変数関数の極大・極小問題 

8. ２変数関数の偏微分 

9. 全微分の概念 

10. 全微分の応用 

11. 2 変数関数の極大・極小問題、制約条件付き極値問題 

12. 経済学・経営学における応用（短期の利潤最大化） 

13. 経済学・経営学における応用（長期の利潤最大化） 

14. 経済学・経営学における応用（効用最大化、費用最小化） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録完了後に Blackboard 上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

5 回以上欠席したものはＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 尾山大輔・安田洋祐、2013、『改定版 経済学で出る数学』、日本評論社 

2. 丹野忠晋、2017、『経済数学入門』、日本評論社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX013／経営学１ 

(Business Administration 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
株式会社を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
１年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

株式会社の仕組みや機能を理解することで，企業経営に関する基礎知識の修得と，日本の企業社会に対する分析視角を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「財・サービスの提供機関」，「株式会社」，「大企業」，「家」，「組織」の 5 つの視点から，企業の多面性について理解を深める。株

式会社の仕組みや機能について知識を深めつつ，今日の日本の株式会社をめぐる諸問題について検討を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 経営学とは何か 

3. 企業の特徴・企業の分類・株式会社の特徴と仕組み 

4. ｢財・サービスの提供機関｣ としての企業（上） 

5. ｢財・サービスの提供機関｣ としての企業（下） 

6. ｢株式会社｣ としての企業（上） 

7. ｢株式会社｣ としての企業（中） 

8. ｢株式会社｣ としての企業（下） 

9. ｢大企業｣ としての企業（上） 

10. ｢大企業｣ としての企業（下） 

11. ｢家｣ としての日本企業 

12. ｢組織｣ としての企業（上） 

13. ｢組織｣ としての企業（下） 

14. 結論と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は履修登録完了後に Blackboard 上にて履修者に対して行う。各自確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三戸浩・池内秀己・勝部伸夫、2011、『企業論 第 3 版』、有斐閣 (ISBN:4641124442) 

 

参考文献（Readings） 

1. ミクルスウェイト・ウールドリッジ、2006、『株式会社』、ランダムハウス講談社 (ISBN:4270001518) 

2. 井原久光、2008、『テキスト経営学 第 3 版』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623051293) 

3. 榊原清則、2013、『経営学入門 第 2 版 上』、日本経済新聞社 (ISBN:4532112826) 

4. 榊原清則、2013、『経営学入門 第 2 版 下』、日本経済新聞社 (ISBN:4532112834) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX014／経営学２ 

(Business Administration 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業成長を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
１年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

成長を志向しつづけてやまない企業とその経営の実態について，日本のみならず欧米やアジアの企業ケースを事例に理解を深

める。本講義では，企業成長の源泉をグローバル化とイノベーションに求め，さらには開かれた市場取引を謳うオープン化の流れ

についても言及することで，21世紀の企業経営のあり方についても知識を深めることを目指している。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業成長に向けた具体的な取り組みとして，グローバル化の進展とイノベーションの追求に着目し，それぞれについて基礎理

論，歴史的背景，そして現状把握の 3 点から検討を行う。とくに，従来のクローズドイノベーションからオープンイノベーションへの

転換が叫ばれるなか，果たしてそれは自由で開かれた市場取引を意味するのか，という点について詳しく検討を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 企業経営の基礎 

3. 企業成長と事業構造 

4. 企業成長と多角化 

5. 企業成長と国際化 

6. 企業成長とイノベーション 

7. 日米企業の多角化の歩み 

8. 企業の国際化の歩み 

9. 企業のイノベーション活動の歩み 

10. 企業成長と競争戦略論（上） 

11. 企業成長と競争戦略論（下） 

12. 企業成長とグローバル化 

13. 企業成長とオープン化 

14. 結論と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は履修登録完了後に Blackboard 上にて履修者に対して行う。各自確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 秋野晶二・關智一・坂本義和ほか、2018、『グローバル化とイノベーションの経営学』、税務経理協会 

テキストは 2018 年秋に刊行予定。授業の中で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊丹敬之・加護野忠男、2003、『ゼミナール経営学入門 第 3版』、日本経済新聞社 (ISBN:4532132479) 

2. 伊藤元重、2004、『はじめての経済学（下）』、日本経済新聞社 (ISBN:4532110157) 

3. 井原久光、2008、『テキスト経営学 第 3 版』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623051293) 

4. 安本雅典・真鍋誠司、2017、『オープン化戦略』、有斐閣 (ISBN:4641164657) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX015／経営学１ 

(Business Administration 1) 

担当者名 

（Instructor） 
宮川 満(MIYAGAWA MITSURU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営学の基礎的知識を学ぶことにより，学生が企業の経営についての理解を深めることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経営学が対象とする領域は極めて広範で，問題へのアプローチも多様である。本講義では，経営学を学ぶにあたっての基本的

なトピックをいくつか選んで紹介したい。具体的には，企業経営の前提となる基本制度に関わる問題と，組織の管理について検

討していきたい。前者については，企業の諸形態とコーポレート・ガバナンスを検討する。この問題は，企業のあり方を考えるにあ

たり、重要なテーマである。後者については，「組織とは何か」について概説した後に，代表的な諸問題を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 企業形態 

3. コーポレート・ガバナンス 1 

4. コーポレート・ガバナンス 2 

5. 組織とは 

6. 組織構造 

7. モチベーション 1 

8. モチベーション 2 

9. モチベーション 3 

10. リーダーシップ 1 

11. リーダーシップ 2 

12. 組織文化 

13. 生産システム 

14. まとめと展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に配布するプリントにおいて，その回の復習および次回分の準備学習の指示を行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパーを含む授業への取組状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

用いない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 17 - 

■BX016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX016／経営学２ 

(Business Administration 2) 

担当者名 

（Instructor） 
宮川 満(MIYAGAWA MITSURU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営学の基礎的知識を学ぶことにより，学生が企業経営をめぐる現代的問題についての理解を深めることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の企業は，それをとりまく環境(経営環境)との関わりを意識した経営管理をせねば存続・発展することが難しい。本講義にお

いては，経営戦略を中心に，企業の社会性，経営の国際比較をテーマとしてとりあげ，企業と環境の関係について検討していき

たい。経営戦略については，全社的な戦略，事業間資源配分，事業レベルでの戦略等を取り上げて，検討を加えていきたい。企

業の社会性については，今日とりわけ重要視されている CSR や企業倫理について取り上げたい。経営の国際比較としては，日

本企業の組織や人事労務管理における特質を取り上げたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 経営戦略とは 

3. 企業ドメインと多角化 

4. 事業ポートフォリオ 

5. 競争戦略 

6. 垂直統合と外部化 

7. 企業間提携 

8. 国際化 

9. 経営戦略と組織 

10. 企業の社会的責任と企業倫理１ 

11. 企業の社会的責任と企業倫理２ 

12. 日本型企業経営 1 

13. 日本型企業経営 2 

14. まとめと展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に配布するプリントにおいて，その回の復習および次回分の準備学習の指示を行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパーを含む授業への取組状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

用いない。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX019／経済史１ 

(Economic History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テーマで学ぶ世界経済史 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代経済の課題を経済史の観点で考察できるようになる。 

基礎的な世界史の知識を経済史という専門分野に結びつける。 

経済を理解するための考え方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の社会・経済を理解し分析するために，経済史を学ぶことは非常に大切です。この講義では，グローバル経済，貧困，環境，

消費，企業といった現代経済の重要テーマを経済史の視点から考察します。それぞれのテーマは別個のものではなく，それぞれ

が結びつき合っています。 

身近な事例を取り上げ，世界史の基本的な流れを確認しながら，経済史の考え方を学びます。世界史の予備知識がなくても大丈

夫です。現代との関連を常に念頭に置きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバル経済の形成 ～アジアとヨーロッパ～ 

3. グローバル経済の確立 ～ヨーロッパとアメリカ～ 

4. グローバル経済の多極化 ～地域経済圏の発展～ 

5. 近現代の経済グローバル化と貧困 ① ～「豊かな地域」と「貧しい地域」～ 

6. 近現代の経済グローバル化と貧困 ② ～移民問題～ 

7. 近現代の経済グローバル化と貧困 ③ ～フェアトレードの歴史～ 

8. 環境と近現代の経済成長 

9. 環境問題の歴史 

10. 経済拡大における消費と文化 ～ヨーロッパとアジア～ ➀ 

11. 経済拡大における消費と文化 ～ヨーロッパとアジア～ ➁ 

12. 企業家活動の展開 ～ヨーロッパを中心に～ ➀ 

13. 企業家活動の展開 ～ヨーロッパを中心に～ ➁ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基礎知識の確認・整理のために高校時代に使用した世界史の教科書に目を通すと授業の理解が深まり効果的な学習ができる。

とくに復習では配布物やノートのほか，授業ごとに挙げる文献が参考になる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/課題の考察（授業時間の中で行う講義内容の簡単なまとめ，考察）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX020 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX020／経済史２ 

(Economic History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本経済の発展とその特質―経済史から考える 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世から近現代の日本経済の歴史的変化を概観することを通して，日本の資本主義システムがどのように形成され，その特質

は何であったかについて理解することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際経済システムの歴史的変化を与件として，日本経済の発展過程を近世から近現代まで概観する。近代日本は世界史的に見

ても稀有な速さで近代産業化を達成した。それを支えたものは，新たな経済制度，市場システム，企業体制などの急速な導入と

定着であった。何故，近代日本はこうした新たな経済システムの急速かつ円滑な受容が可能であったのか。こうした問題につい

て、経済史研究の論点と成果を踏まえて講義を行う。これまでみなさんが学んできた高校日本史を前提に、これから経済学部で

学ぶために必要な歴史認識と基礎的知識を提供する。その意味で本講義は経済史の入門講座である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済の発展過程をどうとらえるか？ 

2. 近世経済・社会の特質 

3. 近世商家の経営システム 

4. 幕末開港と世界市場 

5. 松方デフレと労働者の形成 

6. 近代的金融制度の確立 

7. 政商から財閥へ 

8. 日本の産業革命 

9. 財界の形成 

10. 帝国主義の経済構造 

11. 植民地帝国の成立 

12. 戦争と経済復興 

13. 高度経済成長と経済大国への道 

14. 日本の近代とは何であったか？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ Blackboard 等で指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜、紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業で使用する教材は Blackboard に掲出する予定です。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学１ 

(Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX021 会計ファイナンス学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が社会経済学の基礎的な知識を習得することで学位授与方針の学修成果に掲げる「経済現象を歴史的・理論的に考察す

る」能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、社会経済学の基礎を扱います。経済学には、いろいろな考え方があります。この講義は、マルクス経済学の立場か

ら資本主義とは何かについて考察します。はじめに重商主義や古典派経済学などの社会経済学の歴史的発展について概観した

後、商品あるいは貨幣とは何かといったことから解き明かし、次に労働力はなぜ商品になるのか、資本とは何か、剰余はどのよう

にして生まれるかなど社会経済学の初歩的な理論について学びます。さらに、具体的なトピックを取り上げ、社会経済学によって

現実の経済問題をどのようにみることができるかについて学びます。この講義をつうじて経済学の古典の学び方や現代の経済問

題に接近する糸口をつかむことができます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会経済学の源流① 

3. 社会経済学の源流② 

4. 社会経済学の源流③ 

5. 社会経済学の源流④ 

6. 社会経済学の基礎概念① 

7. 社会経済学の基礎概念② 

8. 社会経済学の基礎概念③ 

9. 社会経済学の基礎概念④ 

10. 社会経済学と現代経済① 

11. 社会経済学と現代経済② 

12. 社会経済学と現代経済③ 

13. 社会経済学と現代経済④ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献を参照して授業に臨んでください。また新聞をよく読み、現実の経済問題に対する関心をもつように心がけてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中谷俊博、2012 年、『やさしい経済学史』、日本経済評論社 

2. 大谷禎之介、2001 年、『社会経済学』、桜井書店 

3. 角田修一、2003 年、『社会経済学入門』、大月書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済学２ 

(Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロ経済学・マクロ経済学入門 

担当者名 

（Instructor） 
阿部 晃大(ABE AKIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX022 会計ファイナンス学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学とマクロ経済学の初歩を学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本経済のさまざまなトピックスを取り上げる中で、ミクロ経済学とマクロ経済学の初歩を学ぶ。その際、ミクロ経済学・マクロ経済

学の基本的な概念や枠組みを網羅しつつ、現実の日本経済が抱える様々な課題も合わせて解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（１） 

3. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（２） 

4. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（３） 

5. 第Ⅰ部【基礎編】経済のしくみ 経済ニュースが理解できる基本知識（４） 

6. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（１） 

7. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（２） 

8. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（３） 

9. 第Ⅱ部【理論編】経済理論入門  知っておきたいフレームワーク（４） 

10. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（１） 

11. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（２） 

12. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（３） 

13. 第Ⅲ部【実践編】経済の先行きを分析しよう ビジネスパーソン必修の分析スキルを学ぶ（４） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストを事前に予習し、授業後には教員のスライド・板書などを復習し、与えられた課題を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー（出席）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日経ビジネス編、2014、『日本経済入門』、日経 BP社 (ISBN:978-4-8222-7798-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／外書講読・英Ａ 

(Reading Foreign Economic Texts/English A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人生の為になる英文講読 

担当者名 

（Instructor） 
阪本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX024 

 

授業の目標（Course Objectives） 

種々な良質な文章を読むことで，知的枠組みを広げ，コンテンポラリーな話題について論理的に思考し，英語で議論できる力を養

う。 

時間厳守，準備，積極的貢献，熟考の上に自分の言葉で発言できる力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界の一流人と四つに組んで仕事をするために重要なのは，ペラペラしゃべる事ではありません。 

まず知的な文章を正確に読み，内容を自分の頭で考える，次に適切な大人の語彙を使って書ける，最後に論理的に話せるという

事です。 

 

そのために授業では，示唆に富み，人生について考えさせる，しかし魅力的で優れた英文を朗読し，翻訳します。その際，論理，

文体，語彙，用法も含めてしっかり理解を深めます。その後，シチュエーションや背景となる知的枠組みを理解するための問いに

対し，自分の頭で考える事を要求します。 

 

巷で言われるような，楽をして学べる英語なんてものは存在しません｡講師が自ら選んだ文章は学生の皆さんには挑戦しがい十

分，かつ 今後の人生の糧になること間違いなしです。外国の知識人たちと対等で相互に尊敬される人間関係を作れるような国

際人を目指し一緒に努力しましょう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第一週目から授業を開始します。出席は必須です。 

授業で使用するコピーは当日配布します。辞書必携。 

2. "Free Fruit for Young Widows," By Nathan Englander, 

短編集"What we talk about when we talk about Anne Frank"からの一文 。 

3. "Free Fruit for Young Widows," By Nathan Englander, 

短編集"What we talk about when we talk about Anne Frank" からの一文。  

4. "Free Fruit for Young Widows," Nathan Englander, 

短編集"What we talk about when we talk about Anne Frank"からの一文。  

5. "The 10,000-Hour Rule" chapter two,  Outliers the story of success by Malcolm Gladwell 

6. "The 10,000-Hour Rule" chapter two,  Outliers the story of success by Malcolm Gladwell 

7. "The Conscience of Words" by Susan Sontag 

8. "The Conscience of Words" by Susan Sontag 

9. "Assume the worst about people and you get the worst" 23 things they don't tell you about capitalism by Ha-Joon Chang 

10. "Assume the worst about people and you get the worst" 23 things they don't tell you about capitalism by Ha-Joon Chang 

11. Speech in the Bundesstag on 8 May 1985 by  President Richard von Weizsäcker 

12. Speech in the Bundesstag on 8 May 1985 by  President Richard von Weizsäcker 

13. Speech in the Bundesstag on 8 May 1985 by  President Richard von Weizsäcker 

14. Speech in the Bundesstag on 8 May 1985 by  President Richard von Weizsäcker 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料の読解，翻訳，朗読。 

 

進行具合によって，時間を延長して授業をする可能性ありなので，その心算でスケジュールに余裕をもって参加して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習（翻訳，朗読），授業中の積極参加，リアクションペーパーの提出(100%) 

毎回の授業参加は原則，単位取得のための最低限の"Must"です。語学は毎日の努力が重要，十分な準備をして授業に参加す

ることが求められます。他方，試験はありません。 
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テキスト（Textbooks） 

授業で使う文章のコピーは適宜配布。 

上記に挙げたもの以外に状況によっては種々の自伝からの抜粋（Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Colin Powell, Bertrand 

Russell etc.,），HBR，Economist, WSJ 等，新聞雑誌からの記事，話題になったスピーチ，本の一部抜粋，等々。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／外書講読・英Ａ 

(Reading Foreign Economic Texts/English A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀経済入門 

担当者名 

（Instructor） 
太田 愛之(OOTA YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX025 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最新の世界経済論入門書の訳読を通じて経済英語の基礎語彙を習得し，翻訳のスキルを高めるとともに，最新の世界経済事情

に関する理解を深める。国際金融の技術的側面に精通する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストは 2008 年のリーマン・ショックまでをカバーしているが，講義ではそれを単に訳読するだけでなく，周辺事情や最新事情

も含めてアップデートすることに努める。 

最終授業時には最終テストを行う。 

今回はテキストの§12.Hedge Funds and Derivative Traders―The Wild Cards of the New Global EHow do we compare 

investments in the 21st-century economy?および§10. Private equity and pconomy?のうち 156 ページ以下から、§13.Income 

Gaps and Deveropment―What Can Be Done to Eliminate Poverty in the 21st Century のうち 173 ページまでを訳読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Hedge-fund investors 

3. Program trading 

4. Collateralized debt obligation 

5. Derivatives 

6. Credit default swap 

7. Freight derivatives 

8. Sovereign funds 

9. Mercantilist countries 

10. Poverty 

11. Gini coefficient 

12. Inequality 

13. NERICAS 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト中の不明な語句と事項を予め調べ，各自で訳文を作成してから講義に臨むこと。予習はインターネットが使える環境で行

うことが望ましい。ネット上の情報は選別する必要があるが，本講義の予習は英和辞典だけでは到底無理である。授業時間外の

学習に関する指示は，必要に応じて各回の授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/訳読の累積評価および授業内に指示した提出物(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Randy Charles Epping. 2009. <I>The 21st century economy A beginner’s guide</I>. Vintage Books (ISBN:978-0-307-38790-5) 

Amazon.co.jp に国内在庫があるので各自で購入すること。なお，電子書籍版も出されているが，ページの指示ができないので薦

められない。 

 

参考文献（Readings） 

一般紙でよいので新聞の経済記事には毎日目を通すこと。そのほかは授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／外書講読・英Ａ 

(Reading Foreign Economic Texts/English A) 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 泰史(KAWASE YASUFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX026 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、学生が、経済に関する英語文献の講読を通して、経済英語に親しみ、経済学の基礎的概念を理解すること

にある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、２０世紀の欧米経済を対象とした英語文献をテキストにして、政府の経済政策を見ていこうと思う。 

毎回出席を取り、学生自身に、朗読と翻訳を行ってもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 大恐慌 

3. 財政支出政策（１） 

4. 財政支出政策（２） 

5. 雇用創出政策（１） 

6. 雇用創出政策（２） 

7. 財政政策（１） 

8. 財政政策（２） 

9. 財政政策（３） 

10. 軍事財政 

11. モータリゼーション 

12. 貿易政策 

13. むすび 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布されたテキストを予習・復習して、経済英語の概念を学んでいくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の出席状況と発表具合(60%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／外書講読・英Ｂ 

(Reading Foreign Economic Texts/English B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

人生の為になる英文講読 

 

担当者名 

（Instructor） 
阪本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX032 

 

授業の目標（Course Objectives） 

種々な良質な文章を読むことで，知的枠組みを広げ，コンテンポラリーな話題について論理的に思考し，英語で議論できる力を養

う。 

時間厳守，準備，積極的貢献， 熟考の上に自分の言葉で発言できる力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界の一流人と四つに組んで仕事をするために重要なのは，ペラペラしゃべる事ではありません。 

まず知的な文章を正確に読み，内容を自分の頭で考える，次に適切な大人の語彙を使って書ける，最後に論理的に話せるという

事です。 

 

そのために授業では，示唆に富み，人生について考えさせる，しかし魅力的で優れた英文を朗読し，翻訳します。その際，論理，

文体，語彙，用法も含めてしっかり理解を深めます。その後，シチュエーションや背景となる知的枠組みを理解するための問いに

対し，自分の頭で考える事を要求します。 

 

巷で言われるような，楽をして学べる英語なんてものは存在しません｡講師が自ら選んだ文章は，学生の皆さんには挑戦しがい

十分，かつ 今後の人生の糧になること間違いなしです。外国の知識人たちと対等で相互に尊敬される人間関係を作れるような

国際人を目指し一緒に努力しましょう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第一週目から授業を開始します。出席は必須です。 

授業で使用するコピーは当日配布します。辞書必携。 

2. "Why Women Still Can't Have It All " by Anne-Marie Slaughter 

3. "Why Women Still Can't Have It All" by Anne-Marie Slaughter 

4. "Why Women Still Can't Have It All " by Anne-Marie Slaughter 

5. "Why Women Still Can't Have It All" by Anne-Marie Slaughter 

6. "Why Women Still Can't Have It All " by Anne-Marie Slaughter 

7. "Letter From Birmingham Jail" by Martin Luther King, Jr. 

8. "Letter From Birmingham Jail" by Martin Luther King, Jr. 

9. "Letter From Birmingham Jail" by Martin Luther King, Jr. 

10. "Letter From Birmingham Jail" by Martin Luther King, Jr. 

11. "Letter From Birmingham Jail" by Martin Luther King, Jr. 

12. "The Long Walk To Freedom," by Nelson Mandela  

13. "The Long Walk To Freedom," by Nelson Mandela  

14. "The Long Walk To Freedom," by Nelson Mandela  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料の読解，翻訳，朗読。 

進行具合によって，時間を延長して授業をする可能性ありなので，その心算でスケジュールに余裕をもって参加して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習（翻訳，朗読），授業中の積極参加，リアクションペーパーの提出(100%) 

毎回の授業参加は原則，単位取得のための最低限の"Must"です。語学は毎日の努力が重要，十分な準備をして授業に参加す

ることが求められます。他方，試験はありません。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で使う文章のコピーは適宜配布。 

上記に挙げたもの以外に状況によっては種々の自伝からの抜粋（Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Colin Powell, Bertrand 

Russell etc.,），HBR，Economist, WSJ 等，新聞雑誌からの記事，話題になったスピーチ，本の一部抜粋，等々。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／外書講読・英Ｂ 

(Reading Foreign Economic Texts/English B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀経済入門 

担当者名 

（Instructor） 
太田 愛之(OOTA YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX033 

 

授業の目標（Course Objectives） 

最新の世界経済論入門書の訳読を通じて経済英語の基礎語彙を習得し，翻訳のスキルを高めるとともに，最新の世界経済事情

に関する理解を深める。国際金融の技術的側面に精通する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストは 2008 年のリーマン・ショックまでをカバーしているが，講義ではそれを単に訳読するだけでなく，周辺事情や最新事情

も含めてアップデートすることに努める。最終授業時には最終テストを行う。 

 今回はテキストの§13. Income Gaps and Development―What Can Be Done to Eliminate Poverty in the 21st century?の 174

ページ以降および§14. Drugs, Skaverym and Shandy Deals―The illegal Economy of the 21st Century? の 190 ページまでを訳

読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Save the Children, Oxfam, Doctors Without Borders 

3. Microcredit 

4. PlaNetFinance.org, Kiva.org, MicroPlace.com, Village Banking.org 

5. International Deveroopment Association 

6. World Bank, IMF 

7. Class C 

8. United Nations Development Programme 

9. Drugs 

10. Black market, Gray market 

11. HIV/AIDS 

12. UN SecurityCcouncil 

13. Forced labor, Debt enslavement 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト中の不明な語句と事項を予め調べ，各自で訳文を作成してから講義に臨むこと。予習はインターネットが使える環境で行

うことが望ましい。ネット上の情報は選別する必要があるが，本講義の予習は英和辞典だけでは到底無理である。授業時間外の

学習に関する指示は，必要に応じて各回の授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/訳読の累積評価および授業内に指示した提出物(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Randy Charles Epping. 2009. <I>The 21st century economy A beginner’s guide</I>. Vintage Books (ISBN:978-0-307-38790-5) 

Amazon.co.jp に国内在庫があるので各自で購入すること。なお，電子書籍版も出されているが，ページの指示ができないので薦

められない。 

 

参考文献（Readings） 

一般紙でよいので新聞の経済記事には毎日目を通すこと。そのほかは授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／外書講読・英Ｂ 

(Reading Foreign Economic Texts/English B) 

担当者名 

（Instructor） 
川瀬 泰史(KAWASE YASUFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX034 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目標は、学生が、経済に関する英語文献の講読を通して、経済英語に親しみ、 

経済学の基礎的概念を理解することにある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、２０世紀の欧米経済を対象にした英語文献をテキストにして、政府と経済界の関係を見ていこうと思う。 

毎回出席をとり、学生自身に、朗読と翻訳を行ってもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 序論 

3. 政府の経済政策 

4. 政府の産業政策（１） 

5. 政府の産業政策（２） 

6. 政府の労働政策（１） 

7. 政府の労働政策（２） 

8. 景気回復の意義（１） 

9. 景気回復の意義（２） 

10. 景気回復の意義（３） 

11. 結論（１） 

12. 結論（２） 

13. むすび 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布されたテキストを予習・復習して、経済英語の概念を学んでいくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の出席状況と発表具合(60%)/最終テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／会計学１ 

(Accounting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考えて学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX063：会計ファイナンス学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計の基礎的な知識を身につけるとともに，さらに上級へ進むための力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，個々の会計基準の解説ではなく，そのベースとなっている基礎概念の理解に重きを置いている。具体的には，テキ

ストにそって，以下の諸項目について講義する。 

０．企業会計を学ぶ 

１．企業会計の役割 

２．企業会計の仕組み 

３．資本と利益の情報 

４．収益認識のルール 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

序章：企業会計を学ぶ① 

2. 序章：企業会計を学ぶ② 

3. 第 1 章：企業会計の役割① 

4. 第 1 章：企業会計の役割② 

5. 第 1 章：企業会計の役割③ 

6. 第 2 章：企業会計の仕組み① 

7. 第 2 章：企業会計の仕組み② 

8. 第 2 章：企業会計の仕組み③ 

9. 第 3 章：資本と利益の情報① 

10. 第 3 章：資本と利益の情報② 

11. 第 3 章：資本と利益の情報③ 

12. 第 4 章：収益認識のルール① 

13. 第 4 章：収益認識のルール② 

14. 第 4 章：収益認識のルール③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記３級程度の知識を前提とするので，当該科目（「簿記」）を履修（または認定）済みであるか，各自で勉強しておくことが必要で

ある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(20%)/リアペ(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤静樹、2016、『企業会計入門（増訂版）』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹編著、2009、『財務会計 第 6 版』、有斐閣 (ISBN:9784641163454) 

2. 桜井久勝、2018、『財務会計講義 第 19 版』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／会計学２ 

(Accounting 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考えて学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX064：会計ファイナンス学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計の基礎的な知識を身につけるとともに，さらに上級へ進むための力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，個々の会計基準の解説ではなく，そのベースとなっている基礎概念の理解に重きを置いている。具体的には，テキ

ストにそって，以下の諸項目について講義する。 

5．費用の認識と配分 

6．負債の認識と測定 

7．純資産の開示と規制 

8．企業結合の会計情報 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

第 5 章：費用の認識と配分①  

2. 第 5 章：費用の認識と配分②  

3. 第 5 章：費用の認識と配分③  

4. 第 5 章：費用の認識と配分④ 

5. 第 6 章：負債の認識と測定① 

6. 第 6 章：負債の認識と測定② 

7. 第 6 章：負債の認識と測定③ 

8. 第 6 章：負債の認識と測定④ 

9. 第 7 章：純資産の開示と規制① 

10. 第 7 章：純資産の開示と規制② 

11. 第 7 章：純資産の開示と規制③ 

12. 第 8 章：企業結合の会計情報① 

13. 第 8 章：企業結合の会計情報② 

14. 第 8 章：企業結合の会計情報③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記３級程度の知識を前提とするので，当該科目（「簿記」）を履修（または認定）済みであるか，各自で勉強しておくことが必要で

ある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(20%)/リアペ(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤静樹、2016、『企業会計入門（増訂版）』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹編著、2009、『財務会計 第 6 版』、有斐閣 (ISBN:9784641163454) 

2. 桜井久勝、2018、『財務会計講義 第 19 版』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX065／会計学１ 

(Accounting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考えて学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科・経済政策学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計の基礎的な知識を身につけるとともに，さらに上級へ進むための力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，個々の会計基準の解説ではなく，そのベースとなっている基礎概念の理解に重きを置いている。具体的には，テキ

ストにそって，以下の諸項目について講義する。 

０．企業会計を学ぶ 

１．企業会計の役割 

２．企業会計の仕組み 

３．資本と利益の情報 

４．収益認識のルール 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

序章：企業会計を学ぶ① 

2. 序章：企業会計を学ぶ② 

3. 第 1 章：企業会計の役割① 

4. 第 1 章：企業会計の役割② 

5. 第 1 章：企業会計の役割③ 

6. 第 2 章：企業会計の仕組み① 

7. 第 2 章：企業会計の仕組み② 

8. 第 2 章：企業会計の仕組み③ 

9. 第 3 章：資本と利益の情報① 

10. 第 3 章：資本と利益の情報② 

11. 第 3 章：資本と利益の情報③ 

12. 第 4 章：収益認識のルール① 

13. 第 4 章：収益認識のルール② 

14. 第 4 章：収益認識のルール③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記３級程度の知識を前提とするので，当該科目（「簿記」）を履修（または認定）済みであるか，各自で勉強しておくことが必要で

ある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(20%)/リアペ(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤静樹、2016、『企業会計入門（増訂版）』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹編著、2009、『財務会計 第 6 版』、有斐閣 (ISBN:9784641163454) 

2. 桜井久勝、2018、『財務会計講義 第 19 版』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX066／会計学２ 

(Accounting 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考えて学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科・経済政策学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計の基礎的な知識を身につけるとともに，さらに上級へ進むための力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，個々の会計基準の解説ではなく，そのベースとなっている基礎概念の理解に重きを置いている。具体的には，テキ

ストにそって，以下の諸項目について講義する。 

5．費用の認識と配分 

6．負債の認識と測定 

7．純資産の開示と規制 

8．企業結合の会計情報 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

第 5 章：費用の認識と配分①  

2. 第 5 章：費用の認識と配分②  

3. 第 5 章：費用の認識と配分③  

4. 第 5 章：費用の認識と配分④ 

5. 第 6 章：負債の認識と測定① 

6. 第 6 章：負債の認識と測定② 

7. 第 6 章：負債の認識と測定③ 

8. 第 6 章：負債の認識と測定④ 

9. 第 7 章：純資産の開示と規制① 

10. 第 7 章：純資産の開示と規制② 

11. 第 7 章：純資産の開示と規制③ 

12. 第 8 章：企業結合の会計情報① 

13. 第 8 章：企業結合の会計情報② 

14. 第 8 章：企業結合の会計情報③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記３級程度の知識を前提とするので，当該科目（「簿記」）を履修（または認定）済みであるか，各自で勉強しておくことが必要で

ある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(20%)/リアペ(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤静樹、2016、『企業会計入門（増訂版）』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹編著、2009、『財務会計 第 6 版』、有斐閣 (ISBN:9784641163454) 

2. 桜井久勝、2018、『財務会計講義 第 19 版』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX067 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／会計学 

(Accounting) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
考えて学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
会計ファイナンス学科（2015 年度以前入学者のみ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業会計の基礎的な知識を身につけるとともに，さらに上級へ進むための力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，個々の会計基準の解説ではなく，そのベースとなっている基礎概念の理解に重きを置いている。具体的には，テキ

ストにそって，以下の諸項目について講義する。 

０．企業会計を学ぶ 

１．企業会計の役割 

２．企業会計の仕組み 

３．資本と利益の情報 

４．収益認識のルール 

５．費用の認識と配分 

６．負債の認識と測定 

７．純資産の開示と規制 

８．企業結合の会計情報 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

序章：企業会計を学ぶ① 

2. 序章：企業会計を学ぶ② 

3. 第 1 章：企業会計の役割① 

4. 第 1 章：企業会計の役割② 

5. 第 1 章：企業会計の役割③ 

6. 第 2 章：企業会計の仕組み① 

7. 第 2 章：企業会計の仕組み② 

8. 第 2 章：企業会計の仕組み③ 

9. 第 3 章：資本と利益の情報① 

10. 第 3 章：資本と利益の情報② 

11. 第 3 章：資本と利益の情報③ 

12. 第 4 章：収益認識のルール① 

13. 第 4 章：収益認識のルール② 

14. 第 4 章：収益認識のルール③ 

15. オリエンテーション 

第 5 章：費用の認識と配分① 

16. 第 5 章：費用の認識と配分② 

17. 第 5 章：費用の認識と配分③ 

18. 第 5 章：費用の認識と配分④ 

19. 第 6 章：負債の認識と測定① 

20. 第 6 章：負債の認識と測定② 

21. 第 6 章：負債の認識と測定③ 

22. 第 6 章：負債の認識と測定④ 

23. 第 7 章：純資産の開示と規制① 

24. 第 7 章：純資産の開示と規制② 

25. 第 7 章：純資産の開示と規制③ 

26. 第 8 章：企業結合の会計情報① 

27. 第 8 章：企業結合の会計情報② 

28. 第 8 章：企業結合の会計情報③ 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記３級程度の知識を前提とするので，当該科目（「簿記」）を履修（または認定）済みであるか，各自で勉強しておくことが必要で

ある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/中間テスト(35%)/小テスト(10%)/リアペ(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斎藤静樹、2016、『企業会計入門（増訂版）』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹編著、2009、『財務会計 第 6 版』、有斐閣 (ISBN:9784641163454) 

2. 桜井久勝、2018、『財務会計講義 第 19 版』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX068 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 真由美(MATSUDA MAYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX068：会計ファイナンス学科２年次以上 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX069 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 真由美(MATSUDA MAYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX069：会計ファイナンス学科２年次以上 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 和哉(SUZUKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

BX071  会計ファイナンス学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認するこ

と。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 和哉(SUZUKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

BX072  会計ファイナンス学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認するこ

と。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

BX073  会計ファイナンス学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認するこ

と。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX074 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

BX074  会計ファイナンス学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認するこ

と。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX075 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記 

(Bookkeeping) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 真由美(MATSUDA MAYUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX075  会計ファイナンス学科３・４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1)    

2. 簿記の意義と仕組み(2)   

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記  

5. 決算の意義と手続き(1)   

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3)  

8. 決算の意義と手続き(4)  

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など)  

10. 現金と預金  

11. 繰越商品・仕入・売上(1)   

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1)   

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1)  

14. その他の債権と債務(2)、振り返り  

15. 受取手形と支払手形(1)  

16. 受取手形と支払手形(2)  

17. 有価証券(1) 

18. 有価証券(2)、固定資産（１）  

19. 固定資産(2)  

20. 貸倒損失と貸倒引当金 

21. 資本金と引出金、収益と費用(1)  

22. 収益と費用(2)  

23. 伝票(1)  

24. 伝票(2)、財務諸表(1) 決算と決算手続 

25. 財務諸表(2) 試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

26. 財務諸表(3) 精算表の作成、財務諸表の作成 

27. 問題演習 

28. 振り返り  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(45%)/中間テスト(35%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(10%)/授業内に行うミニテスト、課

題の提出(10%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時(4 月）に各担当者が指示する。 
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参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『渡部裕亘・片山覚・北村敬子』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX076 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
北井 不二男(KITAI FUJIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

BX076  会計ファイナンス学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認するこ

と。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX077 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
北井 不二男(KITAI FUJIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

BX077  会計ファイナンス学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認するこ

と。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX078 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
尾上 選哉(ONOE ELIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

BX078  会計ファイナンス学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認するこ

と。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX079 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
尾上 選哉(ONOE ELIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

BX079  会計ファイナンス学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認するこ

と。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX080 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX080／ファイナンス基礎 

(Business and Finance) 

担当者名 

（Instructor） 
長原 徹(NAGAHARA TORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在価値の概念を理解し、その計算ができるようになる。また、企業経営において現在価値の考え方がどのように活用されてい

るか理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、ファイナンスにおける基本的な考え方（リターンとリスク、現在価値等）を数値例を交えて紹介するとともに、個人の

資産選択行動や企業金融についての代表的な理論を解説する。また、数学や統計学の簡単な知識を復習し、ファイナンスにお

いてそうした知識がどのように活用されるか等を紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：この授業の目的、ファイナンスの知識が経済や企業の分析にどのように活用されるかを紹介 

2. リターンとリスク 

3. 現在価値と将来価値 

4. 正味現在価値ルールによる投資判断 

5. 個人の資産選択行動(１)：投資機会と有効フロンティア 

6. 個人の資産選択行動(２)：最適ポートフォリオと分離定理 

7. CAPM 

8. 企業金融(１)：企業の資金調達、MM 命題、ペッキングオーダー理論 

9. 企業金融(２)：フリーキャッシュフローの概念とその計算 

10. 企業価値評価(１)：資本コストと加重平均資本コスト 

11. 企業価値評価(２)：数値例の紹介 

12. 金融派生商品(１)：金融派生商品とは、先物の仕組み、スワップ 

13. 金融派生商品(２)：オプションの仕組み、オプションの価値 

14. 総まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の資料および小テストを復習すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小テスト(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業資料を毎回配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX081／社会経済学１ 

(Political Economy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資本主義の基礎理論 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経済学科２～４年次Ａ～Ｇ組 経済政策学科２～４年次 

2018.04.11 付変更（変更理由：誤記訂正) 【変更前】経済学科２年次Ａ～Ｇ組 経済政策

学科２年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が資本主義を分析するための理論的な基礎を学習することで学位授与方針の学修成果に掲げる「経済現象を歴史的・理論

的に考察する」能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義は、資本主義の成り立ちやその構造をわかりやすく説明します。経済学にはいろいろな考え方があります。この講義は

マルクス経済学の立場から資本主義とは何かについて接近します。春学期では、商品あるいは貨幣とは何かといったことから解

き明かし、次に労働力はなぜ商品となるのか、資本とは何か、剰余はどうして生まれるかなど資本主義という社会を理解するうえ

で必要な基礎的な用語を順序立てて講義します。こうした学びをつうじて、現代社会がかかえる諸問題、たとえば長時間労働、不

安定就労、賃金の決定、技術革新が労働者に及ぼす影響といった諸問題を考えることができます。現実は複雑です。その現実を

分析する道具（理論）を身につけ、その道具を使って現実を考えることが重要なのです。この講義はそのための考える手立てを与

えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 商品論 1 

3. 商品論 2 

4. 商品論 3 

5. 貨幣論 1 

6. 貨幣論 2 

7. 貨幣論 3 

8. 剰余価値論 1 

9. 剰余価値論 2 

10. 剰余価値論 3 

11. 賃金論 

12. 資本蓄積論 1 

13. 資本蓄積論 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示される参考書等で不明の用語を調べ確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木隆治、2016 年、『カール・マルクス』、ちくま新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷禎之介、2001 年、『社会経済学』、桜井書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX082／社会経済学２ 

(Political Economy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資本主義の基礎理論 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経済学科２～４年次Ａ～Ｇ組 経済政策学科２～４年次 

2018.04.11 付変更（変更理由：誤記訂正) 【変更前】経済学科２年次Ａ～Ｇ組 経済政策

学科２年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が資本主義を分析するための理論的な基礎を学習することで学位授与方針の学修成果に掲げる「経済現象を歴史的・理論

的に考察する」能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義は、資本主義の成り立ちやその構造をわかりやすく説明します。経済学にはいろいろな考え方があります。この講義は、

マルクス経済学の立場から資本主義とは何かについて接近します。秋学期では、資本主義を社会全体の視点から分析し、資本

の再生産とは何か、利潤率の動向、銀行・信用制度の形成、そして中央銀行の金融政策などより現実に近い資本主義の仕組み

や再生産と信用制度との関係を講義します。資本主義は巨大な生産力の発展をもたらしましたが、他方では周期的に恐慌をひき

おこしてきました。こうした資本主義の様相を現代の経済問題と絡めながら考察していきます。現実は複雑です。その現実を分析

する道具（理論）を身につけ、その道具を使って現実を考えることが重要なのです。この講義はそのための考える手立てを与えま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 資本循環論 

3. 資本回転論 

4. 再生産論 1 

5. 再生産論 2 

6. 再生産論 3 

7. 再生産論 4 

8. 利潤論 1 

9. 利潤論 2 

10. 信用論 1 

11. 信用論 2 

12. 信用論 3 

13. 信用論 4 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示される参考書等で不明の用語を調べ確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木隆治、2016 年、『カール・マルクス』、ちくま新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷禎之介、2001 年、『社会経済学』、桜井書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX083／社会経済学１ 

(Political Economy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資本主義の基礎理論 

担当者名 

（Instructor） 
大友 敏明(OTOMO TOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経済学科２～４年次Ｈ～Ｏ組 会計ファイナンス学科 

2018.04.11 付変更（変更理由：誤記訂正）【変更前】経済学科２年次Ｈ～Ｏ組 会計ファイ

ナンス学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が資本主義を分析するための理論的な基礎を学習することで学位授与方針の学修成果に掲げる「経済現象を歴史的・理論

的に考察する」能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義は、資本主義の成り立ちやその構造をわかりやすく説明します。経済学にはいろいろな考え方があります。この講義は

マルクス経済学の立場から資本主義とは何かについて接近します。春学期では、商品あるいは貨幣とは何かといったことから解

き明かし、次に労働力はなぜ商品となるのか、資本とは何か、剰余はどうして生まれるかなど資本主義という社会を理解するうえ

で必要な基礎的な用語を順序立てて講義します。こうした学びをつうじて、現代社会がかかえる諸問題、たとえば長時間労働、不

安定就労、賃金の決定、技術革新が労働者に及ぼす影響といった諸問題を考えることができます。現実は複雑です。その現実を

分析する道具（理論）を身につけ、その道具を使って現実を考えることが重要なのです。この講義はそのための考える手立てを与

えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 商品論 1 

3. 商品論 2 

4. 商品論 3 

5. 貨幣論 1 

6. 貨幣論 2 

7. 貨幣論 3 

8. 剰余価値論 1 

9. 剰余価値論 2 

10. 剰余価値論 3 

11. 賃金論 

12. 資本蓄積論 1 

13. 資本蓄積論 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示される参考書等で不明の用語を調べ確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木隆治、2016 年、『カール・マルクス』、ちくま新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷禎之介、2001 年、『社会経済学』、桜井書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX084／社会経済学２ 

(Political Economy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資本主義の基礎理論 

担当者名 

（Instructor） 
大友 敏明(OTOMO TOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

経済学科２～４年次Ｈ～Ｏ組 会計ファイナンス学科 

2018.04.11 付変更（変更理由：誤記訂正）【変更前】経済学科２年次Ｈ～Ｏ組 会計ファイ

ナンス学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が資本主義を分析するための理論的な基礎を学習することで学位授与方針の学修成果に掲げる「経済現象を歴史的・理論

的に考察する」能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義は、資本主義の成り立ちやその構造をわかりやすく説明します。経済学にはいろいろな考え方があります。この講義は、

マルクス経済学の立場から資本主義とは何かについて接近します。秋学期では、資本主義を社会全体の視点から分析し、資本

の再生産とは何か、利潤率の動向、銀行・信用制度の形成、そして中央銀行の金融政策などより現実に近い資本主義の仕組み

や再生産と信用制度との関係を講義します。資本主義は巨大な生産力の発展をもたらしましたが、他方では周期的に恐慌をひき

おこしてきました。こうした資本主義の様相を現代の経済問題と絡めながら考察していきます。現実は複雑です。その現実を分析

する道具（理論）を身につけ、その道具を使って現実を考えることが重要なのです。この講義はそのための考える手立てを与えま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 資本循環論 

3. 資本回転論 

4. 再生産論 1 

5. 再生産論 2 

6. 再生産論 3 

7. 再生産論 4 

8. 利潤論 1 

9. 利潤論 2 

10. 信用論 1 

11. 信用論 2 

12. 信用論 3 

13. 信用論 4 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示される参考書等で不明の用語を調べ確認してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木隆治、2016 年、『カール・マルクス』、ちくま新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷禎之介、2001 年、『社会経済学』、桜井書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済原論Ａ 

(Principles of Economics A) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 志帆(KAWASAKI SHIHO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科（2015 年度以前入学者のみ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

資本主義経済についての基礎理論を理解したうえで、現実に起きている労働問題などを分析できるようになることを目標としま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

資本主義経済の最も基本的な要素である商品、貨幣、資本の概念を説明し、そのうえで利潤・賃金とはなにか、資本主義社会で

は生産性の上昇が労働者にどのような影響を与えるのか、周期的な恐慌はなぜ起こるのかということを明らかにしていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、資本主義の特徴 

2. 生産過程とのその諸要素、市場経済の存立条件 

3. 商品の二要因 

4. 商品の価値実体とその大きさ① 

5. 商品の価値実体とその大きさ② 

6. 商品の価値表現① 

7. 商品の価値表現② 

8. 商品の必然性① 

9. 貨幣の必然性② 

10. 貨幣の諸機能① 

11. 貨幣の諸機能② 

12. 貨幣の諸機能③ 

13. 資本の謎① 

14. 資本の謎② 

15. 中間のまとめ 

16. 剰余価値率・利潤率、絶対的剰余価値の生産 

17. 相対的剰余価値の生産 

18. 相対的剰余価値生産の諸方法 

19. 労賃 

20. 資本の再生産 

21. 資本蓄積 

22. 生産力の発展と資本の有機的構成高度化 

23. 資本の有機的構成高度化が労働力需要に及ぼす影響 

24. 資本主義的蓄積の一般的法則 

25. 資本と利潤 

26. 利潤率の傾向的低下法則の 3つの内容 

27. 利潤率の傾向的低下法則と恐慌 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回レジュメやテキストを用いて復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(76%)/リアクションペーパー(14%)/課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大谷禎之介、2001、『図解 社会経済学』、桜井書店 (ISBN:4-921190-08-9) 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX086／経済原論Ａ 

(Principles of Economics A) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 志帆(KAWASAKI SHIHO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済政策学科（2015 年度以前入学者のみ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

資本主義経済についての基礎理論を理解したうえで、現実に起きている労働問題などを分析できるようになることを目標としま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

資本主義経済の最も基本的な要素である商品、貨幣、資本の概念を説明し、そのうえで利潤・賃金とはなにか、資本主義社会で

は生産性の上昇が労働者にどのような影響を与えるのか、周期的な恐慌はなぜ起こるのかということを明らかにしていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、資本主義の特徴 

2. 生産過程とのその諸要素、市場経済の存立条件 

3. 商品の二要因 

4. 商品の価値実体とその大きさ① 

5. 商品の価値実体とその大きさ② 

6. 商品の価値表現① 

7. 商品の価値表現② 

8. 商品の必然性① 

9. 貨幣の必然性② 

10. 貨幣の諸機能① 

11. 貨幣の諸機能② 

12. 貨幣の諸機能③ 

13. 資本の謎① 

14. 資本の謎② 

15. 中間のまとめ 

16. 剰余価値率・利潤率、絶対的剰余価値の生産 

17. 相対的剰余価値の生産 

18. 相対的剰余価値生産の諸方法 

19. 労賃 

20. 資本の再生産 

21. 資本蓄積 

22. 生産力の発展と資本の有機的構成高度化 

23. 資本の有機的構成高度化が労働力需要に及ぼす影響 

24. 資本主義的蓄積の一般的法則 

25. 資本と利潤 

26. 利潤率の傾向的低下法則の 3つの内容 

27. 利潤率の傾向的低下法則と恐慌 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回レジュメやテキストを用いて復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(76%)/リアクションペーパー(14%)/課題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大谷禎之介、2001、『図解 社会経済学』、桜井書店 (ISBN:4-921190-08-9) 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 57 - 

■BX087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX087／初級ミクロ経済学１ 

(Introductory Microeconomics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロ経済学の基本的な考え方とその基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
池田 毅(IKEDA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年次Ａ～Ｇ組 経済政策学科２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学の基本的な考え方を理解すること、そのミクロ経済学の基本的な考え方を使って、経済の具体的な問題にアプロー

チし、分析できるようになること 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロ経済学の入門的な内容を講義する。ミクロ経済学とは、個々の消費者や生産者がどのような経済的な意思決定を行ってい

るのか、その結果として市場において商品の価格や取引量がどのように決まっているのかなどを分析する学問である。この授業

では、市場における需要と供給の作用がどのように商品の価格や取引数量を決定しているのかや、その時に消費者や生産者の

厚生がどうなるのか、また政府の様々な規制や税などは経済にどのような影響を与えているのか、などの問題を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 市場における需要と供給の作用 

3. 弾力性とその応用 

4. 需要、供給、および政府の政策 

5. 消費者、生産者と市場の効率性 

6. 課税の費用 

7. 国際貿易１ 

8. 国際貿易２ 

9. 外部性 

10. 公共財と共有資源 

11. 税制の設計 

12. 生産の費用 

13. 競争市場における企業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義はパワーポイントを用いて行う。パワーポイントは授業前あるいは授業後にブラックボードにアップする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Ｎ・グレゴリー・マンキュー、『マンキュー経済学Ⅰミクロ編』、東洋経済新報社、2013 年 

神取道宏、『ミクロ経済学の力』、日本評論社、2014 年 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX088／初級ミクロ経済学２ 

(Introductory Microeconomics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロ経済学の基本的な考え方とその内容を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
池田 毅(IKEDA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年次Ａ～Ｇ組 経済政策学科２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学の基本的な考え方を理解すること、そのミクロ経済学の基本的な考え方を使って、経済の具体的な問題にアプロー

チし、分析できるようになること 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロ経済学の入門的な内容を講義する。ミクロ経済学とは、個々の消費者や生産者がどのような経済的な意思決定を行ってい

るのか、その結果として市場において商品の価格や取引量がどのように決まっているのか、などを分析する学問である。この授

業では、独占や寡占の際に商品の価格や取引数量がどのように決定されているのかや、生産要素市場で価格や取引数量がど

のように決定されるのか、などの問題を考える。その後少し進んだ話題、消費者の最適な意思決定や不確実性と情報の経済学

などの問題を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 独占 

3. 独占的競争 

4. 寡占 

5. 生産要素市場 

6. 勤労所得と差別 

7. 所得不平等と貧困 

8. 消費者選択の理論１ 

9. 消費者選択の理論２ 

10. ゲーム理論入門 

11. 不確実性と情報の経済学１ 

12. 不確実性と情報の経済学２ 

13. 社会的選択の理論入門 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義はパワーポイントを用いて行う。パワーポイントは授業前あるいは授業後にブラックボードにアップする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Ｎ・グレゴリー・マンキュー、『マンキュー経済学Ⅰミクロ編』、東洋経済新報社、2013 年 

神取道宏、『ミクロ経済学の力』、日本評論社、2014 年 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX089／初級ミクロ経済学１ 

(Introductory Microeconomics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロ経済学の基本的な考え方とその基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
西林 勝吾(NISHIBAYASHI SHOGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年次Ｈ～Ｏ組 会計ファイナンス学科２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学の基本的な考え方を理解すること、そのミクロ経済学の基本的な考え方を使って、経済の具体的な問題にアプロー

チし、分析できるようになること 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロ経済学の入門的な内容を講義する。ミクロ経済学とは、個々の消費者や生産者がどのような経済的な意思決定を行ってい

るのか、その結果として市場において商品の価格や取引量がどのように決まっているのかなどを分析する学問である。この授業

では、市場における需要と供給の作用がどのように商品の価格や取引数量を決定しているのかや、その時に消費者や生産者の

厚生がどうなるのか、また政府の様々な規制や税などは経済にどのような影響を与えているのか、などの問題を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 市場における需要と供給の作用 

3. 弾力性とその応用 

4. 需要、供給、および政府の政策 

5. 消費者、生産者と市場の効率性 

6. 課税の費用 

7. 国際貿易１ 

8. 国際貿易２ 

9. 外部性 

10. 公共財と共有資源 

11. 税制の設計 

12. 生産の費用 

13. 競争市場における企業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義はパワーポイントを用いて行う。パワーポイントは授業前あるいは授業後にブラックボードにアップする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Ｎ・グレゴリー・マンキュー、『マンキュー経済学Ⅰミクロ編』、東洋経済新報社、2013 年 

神取道宏、『ミクロ経済学の力』、日本評論社、2014 年 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX090／初級ミクロ経済学２ 

(Introductory Microeconomics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ミクロ経済学の基本的な考え方とその内容を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
西林 勝吾(NISHIBAYASHI SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年次Ｈ～Ｏ組 会計ファイナンス学科２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学の基本的な考え方を理解すること、そのミクロ経済学の基本的な考え方を使って、経済の具体的な問題にアプロー

チし、分析できるようになること 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロ経済学の入門的な内容を講義する。ミクロ経済学とは、個々の消費者や生産者がどのような経済的な意思決定を行ってい

るのか、その結果として市場において商品の価格や取引量がどのように決まっているのか、などを分析する学問である。この授

業では、独占や寡占の際に商品の価格や取引数量がどのように決定されているのかや、生産要素市場で価格や取引数量がど

のように決定されるのか、などの問題を考える。その後少し進んだ話題、消費者の最適な意思決定や不確実性と情報の経済学

などの問題を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 独占 

3. 独占的競争 

4. 寡占 

5. 生産要素市場 

6. 勤労所得と差別 

7. 所得不平等と貧困 

8. 消費者選択の理論１ 

9. 消費者選択の理論２ 

10. ゲーム理論入門 

11. 不確実性と情報の経済学１ 

12. 不確実性と情報の経済学２ 

13. 社会的選択の理論入門 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義はパワーポイントを用いて行う。パワーポイントは授業前あるいは授業後にブラックボードにアップする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Ｎ・グレゴリー・マンキュー、『マンキュー経済学Ⅰミクロ編』、東洋経済新報社、2013 年 

神取道宏、『ミクロ経済学の力』、日本評論社、2014 年 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／経済原論Ｂ 

(Principles of Economics B) 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 千鶴(YOSHIHARA CHIZURU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科（2015 年度以前入学者のみ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学・マクロ経済学の基本的概念・考え方・分析手法を学ぶ。それによって、現実の問題を経済理論を用いて理解できる

ようになることを目指す。また、他の応用科目を学習する上での基礎理論の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期はミクロ経済学を扱う。家計や企業の行動原理を学習し、なぜ市場は効率的な資源の配分を達成することができるのか学

ぶ。また、市場がうまく機能しない場合の政府による介入の影響を学ぶ。 

秋学期はマクロ経済学を扱う。GDP はどのように決まるのか、失業はなぜ生じるのかを学ぶ。また、短期の国民所得決定の理論

を習得し、財政政策・金融政策の理論的基礎を理解することで、財政政策・金融政策がどのような場合に有効であるのか考える

基礎を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：ミクロ経済学とは 

2. 市場における需要と供給の作用 

3. 弾力性とその応用 

4. 消費者行動と需要分析（１） 

5. 消費者行動と需要分析（２） 

6. 企業行動と供給分析（１） 

7. 企業行動と供給分析（２） 

8. 市場の効率性/課税の費用 

9. 外部性/公共財と共有資源 

10. 独占・寡占・独占的競争（１） 

11. 独占・寡占・独占的競争（２） 

12. 情報の経済学 

13. ゲーム理論 

14. 春学期講義のまとめ 

15. ガイダンス：マクロ経済学とは 

16. 国民所得統計/有効需要の原理 

17. 消費と貯蓄 

18. 投資 

19. 政府支出 

20. 45 度線分析 

21. 金融市場の分析（１） 

22. 金融市場の分析（２） 

23. IS-LM 分析（１） 

24. IS-LM 分析（２） 

25. オープン・エコノミーのマクロ経済学（１） 

26. オープン・エコノミーのマクロ経済学（２） 

27. 失業とインフレーション・デフレーション 

28. 講義全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義はパワーポイントを用いて行う。 

予習：指定の教科書の該当範囲を読んでくること 

復習：講義資料を見直し、教科書の該当範囲を読み、理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. N.グレゴリー・マンキュー、2013、『マンキュー経済学１ ミクロ編（第３版）』、東洋経済新報社 (ISBN:4492314377) 

2. 吉川洋、2017、『マクロ経済学（第４版）』、岩波書店 (ISBN:9784000266543) 

上記テキストを使用するが、講義順はテキスト通りではない。授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX092／経済原論Ｂ 

(Principles of Economics B) 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 千鶴(YOSHIHARA CHIZURU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済政策学科（2015 年度以前入学者のみ） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学・マクロ経済学の基本的概念・考え方・分析手法を学ぶ。それによって、現実の問題を経済理論を用いて理解できる

ようになることを目指す。また、他の応用科目を学習する上での基礎理論の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期はミクロ経済学を扱う。家計や企業の行動原理を学習し、なぜ市場は効率的な資源の配分を達成することができるのか学

ぶ。また、市場がうまく機能しない場合の政府による介入の影響を学ぶ。 

秋学期はマクロ経済学を扱う。GDP はどのように決まるのか、失業はなぜ生じるのかを学ぶ。また、短期の国民所得決定の理論

を習得し、財政政策・金融政策の理論的基礎を理解することで、財政政策・金融政策がどのような場合に有効であるのか考える

基礎を身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：ミクロ経済学とは 

2. 市場における需要と供給の作用 

3. 弾力性とその応用 

4. 消費者行動と需要分析（１） 

5. 消費者行動と需要分析（２） 

6. 企業行動と供給分析（１） 

7. 企業行動と供給分析（２） 

8. 市場の効率性/課税の費用 

9. 外部性/公共財と共有資源 

10. 独占・寡占・独占的競争（１） 

11. 独占・寡占・独占的競争（２） 

12. 情報の経済学 

13. ゲーム理論 

14. 春学期講義のまとめ 

15. ガイダンス：マクロ経済学とは 

16. 国民所得統計/有効需要の原理 

17. 消費と貯蓄 

18. 投資 

19. 政府支出 

20. 45 度線分析 

21. 金融市場の分析（１） 

22. 金融市場の分析（２） 

23. IS-LM 分析（１） 

24. IS-LM 分析（２） 

25. オープン・エコノミーのマクロ経済学（１） 

26. オープン・エコノミーのマクロ経済学（２） 

27. 失業とインフレーション・デフレーション 

28. 講義全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義はパワーポイントを用いて行う。 

予習：指定の教科書の該当範囲を読んでくること 

復習：講義資料を見直し、教科書の該当範囲を読み、理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. N.グレゴリー・マンキュー、2013、『マンキュー経済学１ ミクロ編（第３版）』、東洋経済新報社 (ISBN:4492314377) 

2. 吉川洋、2017、『マクロ経済学（第４版）』、岩波書店 (ISBN:9784000266543) 

上記テキストを使用するが、講義順はテキスト通りではない。授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX093 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX093／初級マクロ経済学１ 

(Introductory Macroeconomics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年次Ａ～Ｇ組 経済政策学科２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会を取り巻くさまざまな経済問題とかかわらせながら、マクロ経済学の基礎を学ぶ。経済をマクロの視点で見ることの意義

を理解し、ケインズ的なマクロ経済学の理論に基づいて、所得や雇用がどのように決まるのかを理解できるようになることを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マクロ経済学 1では、ケインズ的なマクロ経済学理論の基礎を学ぶ。マクロ経済指標の意味と内容を理解するとともに、GDP な

どがどのように決まるのか、失業はなぜ生じるのか、金融・財政政策の理論的基礎はどのようなものなのかなどといった問題を体

系的に扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション 

2. 経済学の歴史とマクロ経済学の形成 

3. 経済循環と国民経済計算 

4. 経済循環と国民経済計算 

5. 所得と雇用の決定理論 

6. 所得と雇用の決定理論 

7. 所得と雇用の決定理論 

8. 所得と雇用の決定理論 

9. 貨幣と金融 

10. 貨幣と金融 

11. 貨幣と金融 

12. IS-LM 分析 

13. IS-LM 分析 

14. IS-LM 分析と経済政策 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

マクロ経済学は理論を扱うため、知識の積み重ねが重要である。毎回の講義の内容を十分な時間をかけて復習し理解していな

ければ、次回以降の講義が理解できなくなる。予習は、テキストの該当箇所を何度も読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト、リアクションペーパーなど(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉川洋、2017、『マクロ経済学 第 4 版』、岩波書店 (ISBN:978-4000266567) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 66 - 

■BX094 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX094／初級マクロ経済学２ 

(Introductory Macroeconomics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年次Ａ～Ｇ組 経済政策学科２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会を取り巻くさまざまな経済問題とかかわらせながら、現代マクロ経済学の基礎を学ぶ。マクロ経済学 1 を基礎に、現代

的なマクロ経済学の展開と論争を追い、現代のさまざまな課題にたいしてマクロ経済学がどのように応えていこうとしているのか

を理解することが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マクロ経済学 1 の理解の上に立って、マクロ経済学 2では、為替、貿易、資金の国際移動などといったオープンマクロ経済学、イ

ンフレ・デフレと失業、景気変動など現代的課題への対処、マクロ経済学の最近の展開等を扱う。また、有用でありながら取り上

げられることの少ない産業連関分析についても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション 

2. IS-LM 分析 

3. IS-LM 分析と経済政策 

4. オープンエコノミーのマクロ経済学 

5. オープンエコノミーのマクロ経済学 

6. 失業とインフレーション 

7. インフレ供給曲線 

8. インフレ需要曲線とマクロ均衡 

9. 新古典派マクロ経済学 

10. 消費・貯蓄と投資 

11. 景気変動と経済成長 

12. 産業連関分析 

13. 産業連関分析 

14. 産業連関分析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

マクロ経済学は理論を扱うため、知識の積み重ねが重要である。毎回の講義の内容を十分な時間をかけて復習し理解していな

ければ、次回以降の講義が理解できなくなる。予習は、テキストの該当箇所を何度も読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト、リアクションペーパーなど(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉川洋、2017、『マクロ経済学 第 4 版』、岩波書店 (ISBN:978-4000266567) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX095／初級マクロ経済学１ 

(Introductory Macroeconomics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年次Ｈ～Ｏ組 会計ファイナンス学科２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会を取り巻くさまざまな経済問題とかかわらせながら、マクロ経済学の基礎を学ぶ。経済をマクロの視点で見ることの意義

を理解し、ケインズ的なマクロ経済学の理論に基づいて、所得や雇用がどのように決まるのかを理解できるようになることを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マクロ経済学 1では、ケインズ的なマクロ経済学理論の基礎を学ぶ。マクロ経済指標の意味と内容を理解するとともに、GDP な

どがどのように決まるのか、失業はなぜ生じるのか、金融・財政政策の理論的基礎はどのようなものなのかなどといった問題を体

系的に扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション 

2. 経済学の歴史とマクロ経済学の形成 

3. 経済循環と国民経済計算 

4. 経済循環と国民経済計算 

5. 所得と雇用の決定理論 

6. 所得と雇用の決定理論 

7. 所得と雇用の決定理論 

8. 所得と雇用の決定理論 

9. 貨幣と金融 

10. 貨幣と金融 

11. 貨幣と金融 

12. IS-LM 分析 

13. IS-LM 分析 

14. IS-LM 分析と経済政策 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

マクロ経済学は理論を扱うため、知識の積み重ねが重要である。毎回の講義の内容を十分な時間をかけて復習し理解していな

ければ、次回以降の講義が理解できなくなる。予習は、テキストの該当箇所を何度も読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト、リアクションペーパーなど(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉川洋、2017、『マクロ経済学 第 4 版』、岩波書店 (ISBN:978-4000266567) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX096 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX096／初級マクロ経済学２ 

(Introductory Macroeconomics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年次Ｈ～Ｏ組 会計ファイナンス学科２～４年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会を取り巻くさまざまな経済問題とかかわらせながら、現代マクロ経済学の基礎を学ぶ。マクロ経済学 1 を基礎に、現代

的なマクロ経済学の展開と論争を追い、現代のさまざまな課題にたいしてマクロ経済学がどのように応えていこうとしているのか

を理解することが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マクロ経済学 1 の理解の上に立って、マクロ経済学 2では、為替、貿易、資金の国際移動などといったオープンマクロ経済学、イ

ンフレ・デフレと失業、景気変動など現代的課題への対処、マクロ経済学の最近の展開等を扱う。また、有用でありながら取り上

げられることの少ない産業連関分析についても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとイントロダクション 

2. IS-LM 分析 

3. IS-LM 分析と経済政策 

4. オープンエコノミーのマクロ経済学 

5. オープンエコノミーのマクロ経済学 

6. 失業とインフレーション 

7. インフレ供給曲線 

8. インフレ需要曲線とマクロ均衡 

9. 新古典派マクロ経済学 

10. 消費・貯蓄と投資 

11. 景気変動と経済成長 

12. 産業連関分析 

13. 産業連関分析 

14. 産業連関分析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

マクロ経済学は理論を扱うため、知識の積み重ねが重要である。毎回の講義の内容を十分な時間をかけて復習し理解していな

ければ、次回以降の講義が理解できなくなる。予習は、テキストの該当箇所を何度も読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小テスト、リアクションペーパーなど(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉川洋、2017、『マクロ経済学 第 4 版』、岩波書店 (ISBN:978-4000266567) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX097 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX097／初級マクロ経済学２ 

(Introductory Macroeconomics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 千鶴(YOSHIHARA CHIZURU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マクロ経済学では、現代社会をとりまく諸問題とかかわらせながら、経済全体を直接とらえてその構造や変化が生じるメカニズム

を学ぶ。 

①経済をマクロの視点からみることの意義を理解し、所得の大きさ、雇用水準、物価水準などがどのように決まるか理解できるよ

うになることを目指す。 

②マクロ経済学の考え方を理解することで、経済学の様々な応用分野、経営学・会計学の諸分野を学ぶ際の基礎理論として活

用できるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ケインズ経済学を中心に GDPの決定はどのように決まるのか、失業はなぜ生じるのかを学ぶ。 

また短期の国民所得決定の理論を習得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：マクロ経済学とは 

2. マクロ経済学の形成 

3. 国民経済計算（１） 

4. 国民経済計算（２） 

5. 消費・貯蓄 

6. 投資 

7. 政府支出 

8. 45 度線分析 

9. 貨幣と金融（１） 

10. 貨幣と金融（２） 

11. 貨幣と金融（３） 

12. IS-LM 分析（１） 

13. IS-LM 分析（２） 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義はパワーポイントを用いて行う。 

予習：指定の教科書の該当範囲を読んでくること 

復習：講義資料を見直し、教科書の該当範囲を読み、理解を深めること 

※特に、復習に重点を置くこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉川洋、2017、『マクロ経済学（第４版）』、岩波書店 (ISBN:9784000266543) 

上記テキストを使用するが、講義順はテキスト通りではない。授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX098 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX098／中級マクロ経済学 

(Intermediate Macroeconomics) 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 千鶴(YOSHIHARA CHIZURU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マクロ経済学では、現代社会をとりまく諸問題とかかわらせながら、経済全体を直接とらえてその構造や変化が生じるメカニズム

を学ぶ。 

①経済をマクロの視点からみることの意義を理解し、所得の大きさ、雇用水準、物価水準などがどのように決まるか理解できるよ

うになることを目指す。 

②マクロ経済学の考え方を理解することで、経済学の様々な応用分野、経営学・会計学の諸分野を学ぶ際の基礎理論として活

用できるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級マクロ経済学２で学んだ内容を基礎として、開放経済のマクロ経済学を習得し、財政政策・金融政策がどのような場合に有

効であるのか学ぶ。 

また、インフレーション・デフレーションの問題や景気変動・経済成長論を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス/講義の前提となる知識の確認 

2. IS-LM 分析と経済政策 

3. オープン・エコノミーの経済学（１） 

4. オープン・エコノミーの経済学（２） 

5. 失業とインフレーション・デフレーション（１） 

6. 失業とインフレーション・デフレーション（２） 

7. 新古典派マクロ経済学（１） 

8. 新古典派マクロ経済学（２） 

9. 消費・貯蓄、投資 

10. 景気循環論 

11. 経済成長論 

12. マクロ経済政策（１） 

13. マクロ経済政策（２） 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義はパワーポイントを用いて行う。 

予習：指定の教科書の該当範囲を読んでくること 

復習：講義資料を見直し、教科書の該当範囲を読み、理解を深めること 

※特に、復習に重点を置くこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 吉川洋、2017、『マクロ経済学（第４版）』、岩波書店 (ISBN:9784000266543) 

上記テキストを使用するが、講義順はテキスト通りではない。授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX101／初級ミクロ経済学２ 

(Introductory Microeconomics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
古川 徹也(FURUKAWA TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が，ミクロ経済学の初～中級レベルの内容を理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，完全競争市場の性質を中心に講義する。「制約条件の下での目的関数の最大化」として統一的に理解できる消費

者・生産者行動理論，個々の主体の行動が市場において調整されるメカニズム，市場均衡の評価について考える。講義はすべ

て教科書とスライドに沿って行われる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ミクロ経済学とは 

2. 消費者行動の理論（１）消費者の選好と無差別曲線，最適消費 

3. 消費者行動の理論（２）限界分析入門 

4. 消費者行動の理論（３）最適消費の性質，支出関数 

5. 消費者行動の理論（４）所得効果と代替効果，価格弾力性 

6. 企業行動の理論（１）生産要素が一つの場合の企業行動（１） 

7. 企業行動の理論（２）生産要素が一つの場合の企業行動（２） 

8. 企業行動の理論（３）生産要素が二つの場合の企業行動 

9. 部分均衡分析（１）市場均衡，消費者余剰と生産者余剰 

10. 部分均衡分析（２）応用 

11. 一般均衡分析（１）労働供給モデル 

12. 一般均衡分析（２）一般均衡の存在 

13. 一般均衡分析（３）エッジワースボックスと厚生経済学の第１基本定理 

14. 春学期の復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・「需要曲線」「供給曲線」「市場均衡」程度の知識は前提とする。知識のない人は簡単な入門書で補っておくこと。 

・微分・偏微分の知識を前提として講義を進めることがある。「経済数学入門」の内容を復習しておくか，並行して身に付けること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/最終レポート(Final Report)(10%)/随時実施する小テスト(10%) 

平常点は Blackboard を利用して実施する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神取道宏、2014、『ミクロ経済学の力』、日本評論社 (ISBN:453555756X) 

上記のテキストを履修者全員が購入していることを前提に講義を行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥野正寛、2008、『ミクロ経済学』、東京大学出版会 (ISBN:4130421271) 

2. 尾山大輔・安田洋祐、2013、『改訂版 経済学で出る数学』、日本評論社 (ISBN:4535556598) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ほぼ毎回講義資料（教科書を理解するための補助資料）を Blackboard にアップする予定。それを事前に用意してから講義に出

席することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX102／中級ミクロ経済学 

(Intermediate Microeconomics) 

担当者名 

（Instructor） 
古川 徹也(FURUKAWA TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義では，初級ミクロ経済学１，２を履修したことのある学生を対象に，学生が初級ミクロ経済学に比べてやや発展的な内容

を理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級ミクロ経済学ではあまり詳しく触れられないであろう一般均衡モデルや，不完全競争市場の性質を中心に講義する。外部性

と公共財，独占と寡占（ゲーム理論の応用），情報の非対称性について扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 市場均衡：一般均衡モデル 

2. エッジワースボックスと厚生経済学の第 1 基本定理 

3. 外部性と公共財 

4. 独占 

5. 静学的ゲーム理論（１）利得行列とナッシュ均衡 

6. 静学的ゲーム理論（２）クールノー・モデル，ベルトラン・モデル 

7. 動学的ゲーム理論（１）ゲームの木と部分ゲーム完全均衡 

8. 動学的ゲーム理論（２）シュタッケルベルク・モデル 

9. 動学的ゲーム理論（３）繰り返しゲーム 

10. 保険とモラル・ハザード（１）効率的な危険分担 

11. 保険とモラル・ハザード（２）モラル・ハザードとその対策 

12. 逆選択とシグナリング（１）逆選択とはなにか 

13. 逆選択とシグナリング（２）労働市場のシグナリング均衡 

14. 秋学期の復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・「初級ミクロ経済学 1,2」の知識は前提とする。この部分の知識のない人は，下記の教科書の当該部分（1 章から 3 章前半）をよ

く読んでおくこと。 

・微分・偏微分の知識を前提として講義を進めることがある。「経済数学入門」の内容を復習しておくか，並行して身に付けること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/最終レポート(Final Report)(10%)/随時行う小テスト(10%) 

平常点は Blackboard を通じて実施する 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 神取道宏、2014、『ミクロ経済学の力』、日本評論社 (ISBN:453555756X) 

上記のテキストを履修者全員が購入し，講義に持参していることを前提に講義を行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 奥野正寛、2008、『ミクロ経済学』、東京大学出版会 (ISBN:4130421271) 

2. 尾山大輔・安田洋祐、2013、『改訂版 経済学で出る数学』、日本評論社 (ISBN:4535556598) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ほぼ毎回講義資料（教科書を理解するための補助資料）を Blackboard にアップする予定。それを事前に用意してから講義に出

席することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX105／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX105～108：経済政策学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX106／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX105～108：経済政策学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX107／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
尾上 選哉(ONOE ELIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX105～108：経済政策学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX108／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
尾上 選哉(ONOE ELIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX105～108：経済政策学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX109／経済学史１ 

(History of Economic Doctrines 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典派経済学の形成と発展 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典派経済学の形成と発展を通じて，（1）経済学的思考の特質，（2）価値と分配の理論をめぐる論争を理解し，（3）経済学の現

在を相対化するための視座を養うことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学が生まれ出た文脈としての近代自然法や重商主義などから，いかにして経済学が学として自立したか，その過程の考察

から始まり，アダム・スミスにおける経済学の生誕の講義で授業の最初のポイントが終了する。次いで，フランス革命論争を経た

のちのデイヴィッド・リカードウによる古典派体系の完成と，リカードウ後の種々の経済学の発展を講義する中で，経済学の現在

を相対化し，整理するための視座の基礎を提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 世界市場の幕開けと重商主義 

2. 近代自然法：ジョン・ロック 

3. 重農主義：経済的「剰余」の思想 

4. 『国富論』の経済思想(1)：アダム・スミスの思想と生涯 

5. 『国富論』の経済思想(2)：価値と分配の理論 

6. 『国富論』の経済思想(3)：スミスと経済的自由主義 

7. トマス・Ｒ・マルサスの経済思想(1)：フランス革命とマルサス『人口論』の衝撃 

8. トマス・Ｒ・マルサスの経済思想(2)：需給分析と価値と分配の理論 

9. デイヴィッド・リカードウの経済思想(1)：価値と分配の古典派理論の完成 

10. デイヴィッド・リカードウの経済思想(2)：経済成長，国際分業，貨幣と金融 

11. デイヴィッド・リカードウの経済思想(3)：哲学的急進主義とイギリス民主主義論の発展 

12. リカードウ後(1)：ジョン・Ｓ・ミルの経済思想 

13. リカードウ後(2)：カール・マルクスの経済思想 

14. 古典派経済学と限界主義：「古典派」と「新古典派」の違い 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書に指定した文献は，授業で取り上げる主要な人物についてのたくさんの記述がある。あらかじめ読んでから授業に臨むこ

と。また，事前に配布する資料も熟読し，さらに指示された参考文献の関連箇所の読解を通じて理解を深めておこう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題レポート（授業中に指示）(30%) 

課題レポートは授業中に指示します。3 回程度を見込んでいます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小畑二郎、2014 年、『経済学の歴史』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-7664-2175-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. モーリス・ドッブ、1976 年、『価値と分配の理論』、新評論 (3033-330108-3177) 

2. 中矢俊博、2012 年、『やさしい経済学史』、日本経済評論社 (ISBN:9784818822160) 

その他，一次文献（原典）を含む必要な参考文献は，その都度授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX110／経済学史２ 

(History of Economic Doctrines 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融思想の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

18 世紀以来の金融思想の歴史を通じて，貨幣や金融についての私たちのとらえ方が，この 3世紀の間，真正手形学説・貨幣数

量説・古典派貨幣理論という 3つの枠組みを軸として主に発展してきたことを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済の中でとりわけ重要な位置を占める貨幣と金融についての思想の歴史を概観する。金融上の技術や制度の洗練にもかか

わらず，金融思想の歴史においては，同じ思考の枠組みが幾度となく再現し，またバブルや金融危機といった似たような災厄が

幾度となく繰り返されてきた。こうした金融思想の歴史を概観することで，経済学を作り上げてきた主要な経済学者たちの群像を

金融思想とのかかわりにおいて現代に至るまで跡づける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 金融思想史とは何か 

2. 真正手形学説：ジョン・ローの金融思想 

3. 貨幣数量説：デイヴィッド・ヒュームの金融思想 

4. 古典派金融思想の形成：アダム・スミスの金融思想 

5. 地金論争と古典派金融論(1)：ヘンリー・ソーントンの『紙券信用論』 

6. 地金論争と古典派金融論(2)：デイヴィッド・リカードウの貨幣理論 

7. 地金論争と古典派金融論(3)：リカードウの金融政策論と中央銀行論 

8. 通貨論争：銀行主義 vs.通貨主義 

9. ウォルター・バジョットの原理 

10. 純粋信用経済と累積過程：クヌート・ヴィクセルの金融思想と古典派金融思想 

11. 20 世紀初頭アメリカの金融思想：Ｊ．ラフリン，Ｉ．フィッシャー，ハーヴァード学派と古典派金融思想 

12. ジョン・メイナード・ケインズの金融思想とその古典派金融論批判 

13. ケインズ，シカゴ学派，Ｍ．フリードマン 

14. まとめ：古典派金融思想の再評価に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する資料を熟読しておくこと。また指示された参考文献の関連箇所の読解を通じて理解を深めておきましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/講義内で指示する課題レポート(30%) 

講義中に指示する課題レポートは 3 回程度を予定しています。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 平山健二郎、2015 年、『貨幣と金融政策』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4-492-65470-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 大友敏明・池田幸弘・佐藤有史（編）、2002 年、『経済思想にみる貨幣と金融』、三嶺書房 (ISBN:4882941457) 

2. デビット・レイドラー、2001 年、『貨幣数量説の黄金時代』、同文舘 (ISBN:4495435817) 

3. Arie Arnon. 2011 年. <I>Monetary Theory and Policy from Hume and Smith to Wicksell: Money, Credit, and the Economy</I>. 

Cambridge University Press (ISBN:9781107642737) 

4. Yuji Sato and Susumu Takenaga (eds). 2013 年. <I>Ricardo on Money and Finance: A Bicentenary Reappraisal</I>. Routledge 

(ISBN:9780415814676) 

その他，必要な参考文献は，一次文献（原典）を含め，授業中に指示します。私の講義の基本的主張を知るには，上記

<I>Ricardo on Money and Fnance</I>の中の私の章を参考にしてください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用する講義形式となるが，適宜「板書」もおこなう。 
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注意事項（Notice） 
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■BX111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX111／景気変動論１ 

(Business Cycles 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済は、なぜ変動するか？ 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済変動の分析に必要な基礎知識および基本的マクロモデルを確認する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

資本主義経済における自律的変動のメカニズムを理論的に学ぶための第一段階として，マクロ理論の歴史的形成過程とマクロ

経済の調整過程を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済循環の発明・・・カンティロンとケネー、どの部門が生産的か？ 

2. ケネーによる「経済表」の発明、原表と範式、チュルゴの資本主義経済モデル 

3. 産業連関分析 

4. ケインズの乗数モデル 

5. IS-LM モデル 

6. IS-LM モデルの比較静学・・・財政政策と金融政策の効果 

7. IS-LM モデルの動学化と S 字型投資関数から生じる景気循環 

8. AD-AS モデル  

9. 失業率と物価上昇率の関係・・・フィリップス曲線 

10. オープンマクロ・・・為替変動 

11. マンデル・フレミングモデル 

12. 世界金融危機とミンスキーモーメント 

13. ミンスキーによるバランスシート景気循環 

14. まとめ：フィッシャーとミンスキー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学の基本として，マクロ経済学を受講することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/小テストと出席(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原正彦編、2012、『グローバルクライシス』、青山社 (ISBN:978-4-88359-308-8) 

2. 金子邦彦 編、2016、『エレメンタル現代経済学』、晃洋書房 (ISBN:978-4-7710-2740-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 福岡正夫、2000、『ゼミナール経済学入門』、日本経済新聞社 (ISBN:4-532-13184-7) 

2. 斎藤誠、他、2010、『マクロ経済学』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-05372-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX112／景気変動論２ 

(Business Cycles 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
循環と成長 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

景気循環と成長理論の全体像に触れることにより，ダイナミックな経済への関心が喚起されることを期待する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済理論に基づいて構築される「システム」とその挙動をめぐる議論が中心となる。 循環と成長モデルについてグラフを使って極

力平易な解説を試みる。景気循環については，S 字型投資関数のようにモデルの非線形性が強調されることが多い。一方，成長

理論では，長期的トレンドが強調される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. シュンペーターによる景気循環の分類について…キッチン，ジュグラー，クズネッツ，コンドラチェフ 

2. 乗数・加速度モデル 

3. ヒックスのビリヤード理論 

4. ケインズのアニマルスピリットとカレツキの変動理論 

5. カルドアの利潤原理 

6. カオス理論の可能性 

7. 経済成長モデル（１）ハロッド・ドーマーモデル 

8. ポストケインジアンの分配と成長 

9. 経済成長モデル（２）ソローモデル 

10. 黄金律について・・・通時的消費の最大化と均衡動学 

11. 世代重複モデル 

12. 金融不安定性の理論 

13. ミンスキーモーメント 

14. まとめ・・・アベノミクスの点検と今後の日本経済の可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

マクロ経済学の履修が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 金子邦彦編、2016、『エレメンタル現代経済学』、晃洋書房 (ISBN:978-4-7710-2740-4) 

2. 原正彦編、2012、『グローバル・クライシス』、青山社 (ISBN:978-4-88359-308-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. パシネッティ、2017、『ケインズとケンブリッジのケインジアン』、日本経済評論社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX113／計量経済学１ 

(Econometrics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

計量経済学の基礎を学び、実証分析を行う際に必要となる知識を身に着ける。計量経学１では伝統的な計量経済学の基礎を学

ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学部レベルの計量経済学の基礎を学ぶ。確率・統計の復習から入り、単回帰分析や多重回帰分析などの基礎事項を学んだあと

に、非線形下記モデルや線形確率・ロジット・プロビットモデルの分析を学ぶ。計量経済学２で取り上げる、より現代的な分析フレ

ームや分析手法を意識しつつ、伝統的な計量経済学の考え方の基本を身に着けることに重点を置く。授業に理解に必要な数学

レベルは、テキストである田中隆一(2015)「計量経済学の第一歩 -- 実証分析のススメ」の数学レベルであるが、適宜、必要に応

じて解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 確率・統計の復習 

3. 単回帰分析の基礎：回帰係数 

4. 単回帰分析の基礎：決定係数 

5. 単回帰分析の基礎：推定と仮説検定１ 

6. 単回帰分析の基礎：推定と仮説検定２ 

7. 説明変数が二値変数のときの回帰分析 

8. .不均一分散と均一分散 

9. 多重回帰分析 

10. 非線形回帰分析：多項式 

11. 非線形回帰分析 2：対数変換 

12. 目的変数が二値変数の場合の回帰分析：線形確率モデル 

13. 目的変数が二値変数の場合の回帰分析：ロジット・プロビット 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、授業の復習を行い、授業の内容を理解した上で次の授業にのぞむようにして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中隆一、2015、『計量経済学の第一歩 -- 実証分析のススメ』、有斐閣 (ISBN:978-4641150287) 

 

参考文献（Readings） 

1. ストック＆ワトソン、2016、『入門計量経済学』、共立出版 (ISBN:978-4320111462) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義は、講義ノートに沿って行います。教科書や参考書については初回授業時に説明します。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX114／計量経済学２ 

(Econometrics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

計量経済学の基礎を学び、実証分析を行う際に必要となる知識を身に着ける。計量経済学２ではミクロ計量経済学における政策

評価分析や統計的因果推論の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ミクロ計量経済学における政策評価分析・統計的因果推論の基礎を学ぶ。ミクロ計量経済学における統計的因果推論や政策評

価分析の基礎理論を学ぶ。計量経済学とりわけ現代的なミクロ計量経済学では、単に回帰分析を行った結果を「因果効果」と解

釈するのではなく、「どのような場合に回帰分析や他の統計分析の分析結果を因果効果と解釈することができるのか」を詳細に

検討することがスタンダードとなっている。 

 

したがって、本講義では、計量経済学１で学んだ計量経済学の基礎をベースに、このような「統計的因果推論」の考え方に基づい

た分析手法や分析デザインを学ぶ。また実際の論文で用いられている分析例を紹介しながら、具体的な分析の考え方や分析手

順についても学ぶ。  

 

授業の理解に必要な数学レベルは、テキストである田中隆一(2015)「計量経済学の第一歩 -- 実証分析のススメ」に順じたもの

とし、適宜、必要に応じて解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 因果推論・実験・疑似実験の考え方 

2. 回帰分析の基礎 

3. 回帰分析の応用 

4. マッチング推定の基礎 

5. マッチング推定の応用 

6. パネルデータ分析の基礎 

7. パネルデータ分析の応用 

8. 差の差法の基礎 

9. 差の差法の応用 

10. 操作変数法の基礎 

11. 操作変数法の応用 

12. 回帰不連続分析の基礎 

13. 回帰不連続分析の応用 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、授業の復習を行い、授業の内容を理解した上で次の授業にのぞむようにして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中隆一、2015、『計量経済学の第一歩 ‒‒ 実証分析のススメ』、有斐閣 (ISBN:978‒4641150287) 

講義ノート中心に授業を行います。教科書や参考書の扱いについては初回授業で説明します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤 公一朗、2017、『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』、光文社 (ISBN:978-4334039868) 

2. 中室牧子、津川友介、2017、『「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-

4478039472) 

3. 森田果、2014、『実証分析入門 データから「因果関係」を読み解く作法』、日本評論社 (ISBN:978-4535557932) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BX120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX120／数理経済学 

(Mathematical  Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済分析への数学の適用 

担当者名 

（Instructor） 
長原 徹(NAGAHARA TORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義は、経済学で使用される数学的手法を徹底的に習得することを目的とする。具体的には、制約つき最大化、最小化問題

の解き方や、行列を使った産業連関分析などを紹介していくつもりである。微分や行列の計算まで中学・高校までの数学を復習し

つつ、経済学のなかでそうした数学的手法がどのように活用されるかなどを紹介していく予定である。 

こうした数学的手法の習得ももちろん大事だが、より重要なことはこうした手法が経済分析のなかでどのように適用されるかを理

解することである。そこで、授業ではできる限り現実の経済への適用例を紹介していくつもりである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学で使用される数学的手法の紹介と、問題演習による理解の深化。そして、経済分析への適用例の紹介を行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：数理経済学とはどのような学問か、経済分析に数学を用いることの意義は何か 

2. ミクロ経済学における数学的手法の適用例 

3. マクロ経済学における数学的手法の適用例 

4. いろいろな関数と微分の計算（１）：関数の種類 

5. いろいろな関数と微分の計算（２）：応用例 

6. 積分の計算とその応用 

7. 産業連関分析 

8. 行列の計算と産業連関分析への応用 

9. 産業連関分析の事例紹介 

10. 多変数関数の微分 

11. 多変数関数の極値問題とラグランジュ未定乗数法 

12. 関数方程式（１）：１階の差分方程式 

13. 関数方程式（２）：微分方程式と位相図 

14. 講義の総まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り組んだ問題演習や小テストを復習することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業資料を毎回配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 三土修平、1996、『初歩からの経済数学【第 2 版】』、日本評論社 (ISBN:4-535-55044-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX121／応用社会経済学１ 

(Applied Political Economy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
堀内 健一(HORIUCHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

   資本主義経済が生み出した現代における貨幣・金融システムのしくみとその特質を明らかにします。とくに「マネー資本主義」

とも呼ばれる現代の資本主義経済を、アメリカを軸とした国際通貨体制（ドル体制）の枠組みから理解し、問題点、展望を考察し

ます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

   本講義では社会経済学で展開された資本主義的生産の一般的研究、基礎理論を前提して、現状の具体的な諸問題について

理論的分析を進めていきます。データや資料等をできるだけ多く活用しながら、経済問題の根本的な解明と、経済理論の実証を

試みます。 

 

   「マネー資本主義」とドル体制との関連が本講義の軸となります。現代経済ではいわゆる「カネ余り」が構造化し、グローバル

なマネーゲームと結びついて、世界的な金融危機（2008 年のリーマンショック）や欧州各国の財政危機（2010 年のギリシャショッ

ク等）といった世界的な経済システムの危機を顕在化させてきました。こうした危機は条件がそろえば依然として今日でも起きうる

状況です。ではなぜ、今日の世界では経済危機を招くほどの投機的な金融取引が生まれ、膨大な金融資産が恒常的に形成され

るのでしょうか。それは社会経済学で取り扱われた商品・貨幣・資本・信用といった基本的範疇の変容に基づいています。つまり、

中央銀行が発券する不換銀行券が一般的に流通する不換制とそれを基礎にアメリカの不換通貨ドルが国際通貨として流通して

いることに究極の根拠があります。その意味とメカニズムを明らかにします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・イントロダクション――ドル体制と日本経済 

2. アメリカのバブル（1）家計部門の過剰消費 

3. アメリカのバブル（2）住宅ブーム 

4. 現代の金融システムと金融取引の特徴 

5. 証券化商品の開発とリーマンショック 

6. 世界金融危機とその政策的対応 

7. 欧州債務危機とそのメカニズム 

8. 中国の経済発展とアメリカのバブル（1）対米輸出 

9. 中国の経済発展とアメリカのバブル（2）対米投資 

10. アメリカの対外赤字の拡大とドル残高－国際収支統計からの理解 

11. アメリカを起点とした国際的資金循環 

12. 国際通貨ドルと外国為替相場（対ドル円相場） 

13. 金ドル交換停止と変動相場制への移行 

14. まとめ――「マネー資本主義」の展開とドル体制 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

   毎回、配付する講義レジュメおよび各自のノートを利用して、復習をしてください。授業では過去に配付したプリントにも言及す

るのでファイリングをしていつも用意してください。現実の経済事象や経済政策について興味·関心をもってアンテナを張ってほし

いと思います。たとえば、『日本経済新聞』をよく読んで下さい。質問も積極的にして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。毎回、講義資料をプリントして配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小西一雄、2014、『資本主義の成熟と転換－現代の信用と恐慌』、桜井書店 (ISBN:978-4905261-20-9) 

2. 大谷禎之介、2001、『図解 社会経済学』、桜井書店 (921190-08-9) 

その他講義中に指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会経済学１,2 を履修していることが望ましいです。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX122／応用社会経済学２ 

(Applied Political Economy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
堀内 健一(HORIUCHI KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

資本主義経済における生産力の発展と富の増大が現代においてどのように現れ、それがどのような問題を生み出すのかを明ら

かにします。とくに「長期停滞」と呼ばれる現代の日本経済を戦後の資本蓄積の動向と金融のありかたという枠組みから分析し、

その意味、問題点、展望を考察します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では社会経済学で展開された資本主義的生産の一般的研究、基礎理論を前提して、現状の具体的な諸問題について理

論的分析を進めていきます。データや資料等をできるだけ多く活用しながら、経済問題の根本的な解明と、経済理論の実証を試

みます。 

 

現代日本における資本主義経済の発展は生産力を飛躍的に高め、国民生活に物的・貨幣的な豊かさを急速にもたらし、安定し

た福祉社会を実現しました。これは人々が勤勉であり、企業の経営戦略や政府の経済・産業政策が功を奏したからであることは

疑いありません。しかし、1990 年代以降、企業の資本蓄積は停滞し、不安定雇用の増大、実質賃金の下落といった人々の労働

や生活の条件悪化が構造的に現れるようになりました。長期停滞の到来です。この諸要因と歴史的意味をマルクス経済学の利

潤率の傾向的低下法則と「貨幣資本の蓄積と現実資本の蓄積」という分析枠組みから明らかにします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・イントロダクション――日本の景気循環と長期停滞 

2. 価値の生産と利潤の生産（資本主義的生産の基本的しくみ） 

3. 資本の蓄積（貨幣資本の蓄積と現実資本の蓄積）と景気循環 

4. 生産力の発展と利潤率の傾向的低下法則 

5. 高度経済成長期の資本蓄積 

6. 高度成長期の金融システムの特徴 

7. 日本の輸出大国化とアメリカの「ドル特権」 

8. 日本企業の財テクブームとバブル経済 

9. バブル経済期の資本蓄積と企業金融の特徴 

10. 日本における長期停滞の諸現象とその諸要因 

11. 日本企業の多国籍化（生産拠点の海外移転） 

12. 日本企業の内部留保増大と雇用条件の悪化 

13. 日本における利子率の超低位安定と銀行資本の蓄積 

14. まとめ――今日の日本経済と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、配付する講義レジュメおよび各自のノートを利用して、復習をしてください。授業では過去に配付したプリントにも言及する

のでファイリングをしていつも用意してください。現実の経済事象や経済政策について興味·関心をもってアンテナを張ってほしい

と思います。たとえば、『日本経済新聞』をよく読んで下さい。質問も積極的にして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。毎回、講義資料をプリントして配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小西一雄、2014、『資本主義の成熟と転換－現代の信用と恐慌』、桜井書店 (ISBN:978-4905261-20-9) 

2. 堀内健一、2015、『現代日本における銀行資本の蓄積』、唯学書房 (ISBN:978-4902225-99-0) 

3. 丸山惠也他編著、2015、『経済成長の幻想—新しい経済社会に向けて—』、創成社 (ISBN:978-4-7944-3166-0) 

4. 大谷禎之介、2001、『図解 社会経済学』、桜井書店 (921190-08-9) 

その他講義中に指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

社会経済学１,2 を履修していることが望ましいです。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX123／経済統計学１ 

(Economic Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
公的統計の主な枠組みと展開 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公的統計全体のフレームを鳥瞰して、統計データを扱えるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビッグデータの時代を迎えて、統計作成の方法が大きく変化してきている。この授業では公的統計全体を大まかにイメージできる

よう独自のテキストで講義を行う。公的統計制度は、概ね全体としての外側の枠組みと、国民経済計算体系を中心とした内側の

フレームの 2 種類に分かれる。授業は前後半で分かれる。授業の前半では公的統計全体の枠組みを説明する。この範囲は統計

調査士資格と内容が一部重複する。授業後半では経済統計で主に用いられる分析手法から、季節調整法といったいくつかの分

野での演習を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、統計検定、本学の統計教育の紹介 

2. 公的統計制度と統計の種類 

3. 国勢調査の歴史と近代統計の成立 

4. 統計法、統計作成機構、統計の分類、二次的利用と罰則 

5. 公的統計の範囲、統計機構、統計調査の実務 

6. 日本の主な統計と概要 

7. 生産概念、産業分類(推計分類、集計分類) 

8. 経済センサスと大規模統計調査、活動単位 

9. 生産統計の分析 

10. 公的統計の 2 次的利用制度 

11. 移動平均法、季節調整の基礎 

12. 季節調整の応用 

13. e-Statの機能 

14. アンケート集計、統計・GIS 分野のソフトウェア 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で配布する『統計調査士対策コンテンツ』、『統計調査士試験得点源問題集』について、予め読んでおくことを求める。さらに

授業で課された多くの課題に対処することを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

立教大学社会情報教育研究センター『統計調査士対策コンテンツ』、『統計調査士試験得点源問題集』を使用する。上記立教の

テキストは学内無料で提供しているため、配布予定である。必要な資料・データは、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

社会情報教育研究センターのすたなび、すたまるも利用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業に当たって統計学１・２を事前に履修しておくことが望ましい。授業は統計検定・統計調査士分野を網羅するように行う。授業

を受けながら、統計調査士及び統計検定 3 級の資格受験をお勧めする。設備や環境に左右されることから、授業内容に多少の

変更があり得る。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX124／経済統計学２ 

(Economic Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
体系的な加工統計と展開 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主要な経済分野の体系に沿った、解釈に無理のない統計分析を学ぶことができる。経済分析において基礎的な分析力に加えて

応用力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

公的統計の内側に国民経済計算を中心とした体系が位置付けられており、同体系全体を見ていくことができれば、マクロ統計全

体の設計を鳥瞰することができる。国民経済計算の設計とその周辺の統計整備を通じて、マクロ経済指標の発展を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国民経済計算体系の成立 

2. GDPの成り立ち、付加価値と議論 

3. GDPから考えられる問題 

4. GDP と三面測度の構成経済循環、フローとストック、マクロの主要指標 

5. 成長の要因分解(需要側) 

6. ソロー残差に基づく成長の要因分解、多要素生産性 

7. 物価と実質化 

8. 経済予測 

9. 生産性統計、人間開発指標、幸福度 

10. 国際収支統計、付加価値貿易 

11. 供給使用・産業連関体系 

12. 経済波及効果分析 

13. 金融データに見る日本の特徴 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時は概念の説明と PC による演習を行う。授業での内容を理解して概念を実際に計算して説明できることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/提出物(40%) 

主に提出物の内容など平常点（日常の授業態度も含む）が 40％、最終試験 60％で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 李潔、2016、『入門 GDP 統計と経済波及効果分析』、大学教育出版 (ISBN:4864293597) 

テキスト以外必要な資料・データは、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 作間逸雄、2002、『SNAが分かる経済統計学』、有斐閣 (ISBN:464112194X) 

2. ダイアン・コイル、2015、『GDP――〈小さくて大きな数字〉の歴史』、みすず書房 (ISBN:4622079119) 

社会情報教育研究センターのコンテンツも一部で利用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業は統計検定の統計調査士の試験範囲と一部重なるため、授業を受けつつ、ついでに 11月に資格取得を目指すことをお

勧めする。設備や環境に左右されることから、授業内容に多少の変更があり得る。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX125／欧州経済史 

(European Economic History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代ヨーロッパ経済のバックグラウンド 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ経済の歴史を学ぶことで現代経済システムのバックグラウンドについて理解を深める。 

現在のヨーロッパ経済の特徴と，それが抱える問題を，歴史的に考察できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の資本主義経済は，ヨーロッパで生まれました。そのヨーロッパは今日，多くの問題を抱えつつも，独自の経済システムを創

り，それを持続可能なものへと改革し続けています。なぜ，どのようにして，現在の状況に至ったのでしょうか。それを探るため

に，本講義では，ヨーロッパ経済の拡大と再編成の歴史を学びます。 

時代ごとにとくに重要な地域にフォーカスしつつも，全体像がつかめるようにします。現状との関連を常に念頭に置きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 近代経済の起原 

フォーカス：イタリアと地中海 

3. 事業組織とネットワークの拡大 

フォーカス：北ドイツと南ドイツ 

4. ヨーロッパの異文化接触と対外進出 

フォーカス：ポルトガル 

5. 植民地化のはじまり 

フォーカス：スペイン 

6. 最初の近代経済 

フォーカス：オランダ 

7. 中核地域と周辺地域の形成 

フォーカス：ロシアと東欧 

8. フィードバックと総合的考察 

9. 経済大国の覇権争い 

フォーカス：イギリスとフランス 

10. 工業化と資本主義経済の確立 

フォーカス：イギリス 

11. グローバル経済の展開 

フォーカス：イギリス 

12. 国際経済の緊張と再編成 

フォーカス：ドイツ 

13. 総合的考察 ➀ 

過去と現在からみたヨーロッパ経済 

14. 総合的考察 ➁ 

過去と現在からみたヨーロッパ経済 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基礎知識の確認・整理のために高校時代に使用した世界史の教科書に目を通すと授業の理解が深まり効果的な学習ができる。

とくに復習では配布物やノートのほか，授業ごとに挙げる文献が参考になる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/課題の考察（授業時間の中で行う講義内容の簡単なまとめ，考察）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。 
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参考文献（Readings） 

授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX126／現代ヨーロッパ経済史 

(Economic History of Modern Europe) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代ヨーロッパ経済の諸課題の背景 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ヨーロッパ経済の諸諸問題について歴史的に理解できるようになる。ヨーロッパが形成した経済の仕組みは現代世界にとっ

てどのような意味をもつのか，そして今後どのような展望があり得るのか，問題意識をもって具体的に論じられるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在のヨーロッパ経済は，さまざまな課題に直面しています。それらの課題について理解を深め，展望を得るために，19 世紀か

ら現在に至るヨーロッパ経済の歴史を学びます。 

授業の最初では，「現代」ヨーロッパ経済の形成について概観し，諸論点を整理します。その上で，イギリス，ドイツ，ロシア／ソ連

を例にとり各国経済の特徴を考察し，地域ごとの相違や，互いにどのように関連し合っているのかを理解します。 

授業の内容は現在の社会と直接的なつながりをもちます。そのため，各国経済史の講義では，必ず最初に現状分析を行い，そこ

から歴史的背景に遡るというスタイルをとります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 概観：現代ヨーロッパ経済の形成① 

3. 概観：現代ヨーロッパ経済の形成② 

4. 概観：現代ヨーロッパ経済の形成③ 

5. イギリスを中心にみた現代ヨーロッパ経済史① 

6. イギリスを中心にみた現代ヨーロッパ経済史② 

7. イギリスを中心にみた現代ヨーロッパ経済史③ 

8. フィードバック 

9. ドイツを中心にみた現代ヨーロッパ経済史① 

10. ドイツを中心にみた現代ヨーロッパ経済史② 

11. ドイツを中心にみた現代ヨーロッパ経済史③ 

12. ロシア／ソ連を中心にみた現代ヨーロッパ経済史① 

13. ロシア／ソ連を中心にみた現代ヨーロッパ経済史② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として授業計画に合わせて参考文献に目を通しておくと，授業での理解が深まり効果的な学習ができる。復習では配布物や

ノートのほか，授業ごとに挙げる文献が参考になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/課題の考察（毎回の授業時間中に行う）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 原輝史・工藤章（編）、1996、『現代ヨーロッパ経済史』、有斐閣 

2. デレック・H・オルドクロフト、2002、『20 世紀のヨーロッパ経済』、晃洋書房 

3. 田中素香、2014、『現代ヨーロッパ経済』、有斐閣 

その他の重要参考文献を授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX127／日本経済史１ 

(Japanese Economic History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世（江戸期）から近代（明治期）の日本経済の歩み 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学部の学位授与方針に掲げる「幅広い視野と柔軟な頭脳をもって変動する経済社会に対応できる，自立的な思考能力をも

った人材」となるべく，300 年間の日本経済の歩みをマクロ・ミクロの双方の視点から理解し，歴史に対する複眼的な視点を身に

つけ，長期的な視野から経済事象を把握・理解する方法を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1600 年前後の近世社会の成立から明治時代までの日本経済の変化を解説する。現在の日本経済は歴史的に形成されたもので

あり,日本経済史の学習は,現代の経済社会の成り立ちを考え,また理論経済学,経済政策，国際経済といった経済学の諸分野を

理解するうえでも必要かつ有益である。日本の経済社会の仕組みを歴史的な視点から考える思考を養い，現在の我々が直面す

る諸問題の理解を図りたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本経済史 1（近世から近代）へのアプローチ 

2. 徳川時代の経済システム 

3. 徳川時代経済の構造転換 

4. 株仲間の経済的機能 

5. 徳川時代の金融政策 

6. 開放体系への接続 

7. 近世の商家経営 

8. 明治前期のマクロ経済 

9. 殖産興業政策と在来産業 

10. 新技術の導入と会社制度の定着 

11. 政商と明治 

12. 財閥と財界 

13. 日本における企業家理念の構築 

14. 近世から近代の日本経済史をどのように捉えるか？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に授業計画を参考に参考文献の該当部分を一読しておけば，理解がさらに深まる。また，歴史の大きな流れや知識に不安

のある学生は，高等学校レベルの世界史・日本史の教科書・参考書に目を通しておくこと。その他，必要に応じて Blackboard 等

により指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/中間レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 沢井実・谷本雅之、2016、『日本経済史』、有斐閣 (ISBN:9784641164888) 

2. 老川慶喜ほか、2002、『日本経済史』、税務経理協会 (ISBN:9784419040253) 

3. 宮本又郎、2012、『日本経済史』（改訂新版）、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595313639) 

4. 宮本又郎、2007、『日本経営史』、有斐閣 (ISBN:9784641163003) 

5. 宮本又郎ほか、2014、『１からの経営史』、碩学舎 (ISBN:9784502089008) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】パワーポイントを使用した講義形式で，映像資料を適宜活用する。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 
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注意事項（Notice） 
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■BX128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX128／日本経済史２ 

(Japanese Economic History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代（大正・昭和期）の日本経済の発展 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学部の学位授与方針に掲げる「幅広い視野と柔軟な頭脳をもって変動する経済社会に対応できる，自立的な思考能力をも

った人材」となるべく，現在の日本に直接つながる経済の歴史的変化を学び，国際社会における日本の位置を再確認することに

よって，国際的・長期的な視野から経済事象を把握・理解する方法を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治後期-第 1 次世界大戦期-両大戦間期-戦時統制経済期，4 つの時代の日本経済の変化を解説する。現在「グローバル化」

という言葉が広く喧伝され，あたかも世界は 1 つの価値観によって一体化された印象を受ける。しかし，歴史的にみれば，経済シ

ステムは，国家や地域によって極めて多彩・多様に展開し，今日でもその多様性は失われてはいないと思われる。本講義では経

済発展の多様性・多様な経路に注目し，歴史的視点から日本経済発展の特徴を浮き彫りにしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本経済史 2（大正・昭和期）へのアプローチ 

2. 大隈財政と松方財政 

3. 第一次世界大戦と日本経済 

4. 不況下の中の成長-1920 年代の日本経済- 

5. 金解禁と井上財政 

6. 日本型人事労務管理と経営家族主義 

7. 科学的管理法と「日本的」生産システム(1) 

8. 科学的管理法と「日本的」生産システム(2) 

9. 高橋財政(1) 

10. 高橋財政(2) 

11. 戦時経済への途 

12. 戦時経済(1) 

13. 戦時経済(2) 

14. 日本経済史と現代経済 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に授業計画を参考に参考文献の該当部分を一読しておけば，理解がさらに深まる。また，歴史の大きな流れや知識に不安

のある学生は，高等学校レベルの世界史・日本史の教科書・参考書に目を通しておくこと。その他，必要に応じて Blackboard 等

により指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/中間レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 沢井実・谷本雅之、2016、『日本経済史』、有斐閣 (ISBN:9784641164888) 

2. 宮本又郎、2012、『日本経済史』改訂新版、放送大学教育振 (ISBN:9784595313639) 

3. 宮本又郎ほか、2007、『日本経営史』（新版）、有斐閣 (ISBN:9784641163003) 

4. 宮本又郎ほか、2014、『１からの経営史』、碩学舎 (ISBN:9784502089008) 

5. 粕谷誠、2012、『ものづくり日本経営史』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815807153) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】パワーポイントを使用した講義形式で，映像資料を適宜活用する。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 
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注意事項（Notice） 
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■BX129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX129／アメリカ経済史 

(American Economic History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ国内市場の成立 

担当者名 

（Instructor） 
水野 里香(MIZUNO RIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現代のアメリカ経済の基盤が形成された過程について、経済史の視点から理解する。 

 授業で取り上げた個別の事項について説明できるようになることに加え、その発生要因と結果および影響について理解すること

を通じて、現代の経済社会にたいする考察を深める。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ合衆国が植民地時代を経たのちに建国され、ヨーロッパをしのぐ国内市場を成立させた 19 世紀末までの間に焦点をあ

て、その間におけるトピックとなる経済的事象を取り上げて、アメリカ経済の発展過程について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アメリカ発見と植民地時代 

3. 独立革命 

4. 新国家の成立 

5. 産業革命期の経済（１） 

6. 産業革命期の経済（２） 

7. 南北戦争 

8. 巨大企業体制の成立（１） 

9. 巨大企業体制の成立（２） 

10. 独占と反トラスト法 

11. 金融と産業 

12. 革新主義運動の展開（１） 

13. 革新主義運動の展開（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回授業の終わりに次週に取り上げる内容の簡単な説明をするので、テーマやその時代について、参考文献や高校までの世

界史のテキスト等によって確認（予習）しておくことが望ましい。 

 授業内で学んだ事柄を、自身の言葉で説明できるようにする。同時に、理解が不十分な箇所については、下記に掲げた参考図

書等を用いて復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(20%)/平常点(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田泰男、2000、『アメリカ経済史』、慶應義塾大学出版会 

2. 藤瀬浩司、2004、『新訂欧米経済史』、放送大学出版会 

3. 谷口明丈・須藤功 編、2017、『現代アメリカ経済史』、有斐閣 

その他の文献については、適宜授業内で必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の進捗状況により、授業計画に変更や修正が生じる可能性があります。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX130／現代アメリカ経済史 

(Economic History of Modern America) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国外への進出と影響力の拡大 

担当者名 

（Instructor） 
水野 里香(MIZUNO RIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 世界の政治経済に影響力をもつ現代のアメリカが、いかにして形成されたのかを、経済史の視点から理解する。 

 授業で取り上げた個別の事項について説明できるようになることに加え、その発生要因と結果および影響について理解すること

を通じて、現代の経済社会にたいする考察を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 第１次世界大戦を経て、世界経済の中心に位置を占めるようになったアメリカが、経済的にも政治的にも国外への関わりを深め

てゆく現代までの期間に焦点をあて、その間におけるトピックとなる経済的事象を取り上げて、アメリカ経済の発展過程について

解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第１次世界大戦とアメリカ 

3. 世界大恐慌前夜のアメリカ経済 

4. 世界大恐慌直後の対応 

5. ニューディール政策 

6. 第２次世界大戦期の戦時経済 

7. 第２次世界大戦の終結と冷戦 

8. IMF・GATT体制の構築 

9. 戦後経済の好況と産業の衰退（１） 

10. 戦後経済の好況と産業の衰退（２） 

11. 新自由主義とニューエコノミー（１） 

12. 新自由主義とニューエコノミー（２） 

13. グローバリゼーションとアメリカ経済 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回授業の終わりに次週に取り上げる内容の簡単な説明をするので、テーマやその時代について、参考文献や高校までの世

界史のテキスト等によって確認（復習）しておくことが望ましいです。 

 授業内で学んだ事柄を、自身の言葉で説明できるようにする。同時に、理解が不十分な箇所については、下記に掲げた参考文

献等を用いて復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(20%)/平常点(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田泰男、2000、『アメリカ経済史』、慶應義塾大学出版会 

2. 藤瀬浩司、2004、『新訂欧米経済史』、放送大学出版会 

3. 萩原新次郎・中本悟、2005、『現代アメリカ経済』、日本評論社 

4. 中本悟・宮﨑礼二、2013、『現代アメリカ経済分析』、日本評論社 

5. 渡辺靖編、2014、『現代アメリカ』、新曜社 

6. 谷口明丈・須藤功編、2017、『現代アメリカ経済史』、有斐閣 

その他の文献については、適宜授業内で必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 101 - 

講義の進捗状況により、授業計画に変更や修正が生じる可能性があります。  

 

注意事項（Notice） 
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■BX131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX131／アジア経済史１ 

(Asian Economic History 1) 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本を含む近代アジア経済の展開過程について理解し、アジア経済の多様性や、ヨーロッパおよびアメリカとの関係史を把握す

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  近代アジア経済の展開過程について、開港期から第一次世界大戦期までを中心に講義する。アジアとヨーロッパおよびアメリ

カとの経済関係を捉えつつ、アジア経済の展開における日本の位置づけを図っていく。なお、本授業は「アジア経済史２」の前編

に位置づけられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 19 世紀のアジア経済（１） 

3. 19 世紀のアジア経済（２） 

4. アヘン戦争とアジアの開港（１） 

5. アヘン戦争とアジアの開港（２） 

6. 日本の明治維新と清の洋務運動 

7. 日本の産業革命と日清・日露戦争 

8. 日本帝国と植民地（１） 

9. 日本帝国と植民地（２） 

10. アジア交易圏論（１） 

11. アジア交易圏論（２） 

12. 第一次世界大戦とアジア経済 

13. 中華民国の自立への模索 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業時の資料を用いて復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

パワーポイントを使用して講義します。テキストについては適宜、授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX132／アジア経済史２ 

(Asian Economic History 2) 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本を含む近代アジア経済の展開過程について理解し、アジア経済の多様性や、ヨーロッパおよびアメリカとの関係史を把握す

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  近代アジア経済の展開過程について、1930 年代から 1970 年代までを中心に講義する。アジアとヨーロッパおよびアメリカとの

経済関係を捉えつつ、アジア経済の展開における日本の位置づけを図っていく。なお、本授業は「アジア経済史１」の後編に位置

づけられる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 満洲事変とブロック経済化 

3. 日蘭会商と日印会商 

4. 中華民国の幣制改革 

5. 第二次世界大戦とアジア経済  

6. 戦後改革と冷戦（１） 

7. 戦後改革と冷戦（２） 

8. 冷戦期のアジア経済（１）  

9. 冷戦期のアジア経済（２） 

10. 開発と援助（１） 

11. 開発と援助（２） 

12. アジアの輸入代替工業化 

13. アジアの輸出志向工業化 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業時の資料を用いて復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

パワーポイントを使用して講義します。テキストについては適宜、授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX133／社会思想史 

(History of Social Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパにおける自然と社会 

担当者名 

（Instructor） 
板井 広明(ITAI HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ギリシャから 20 世紀までのヨーロッパの社会思想史の概観を理解する。 

社会とは何か、思想史とは何かについて自分なりの意見を形成できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代ギリシャから 20 世紀までの社会思想史の流れを、思想家と関連するトピックを軸にして講義する。毎回、配布するレジュメに

基づいて、講義形式をとるが、ディスカッションの時間も取り入れる予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 社会とは 思想とは 

2. 自然と人為、ソクラテスとプラトン 

3. アリストテレス 

4. 原始キリスト教思想 

5. 中世から宗教改革へ ルター、カルヴァン 

6. 近代哲学：デカルト 

7. ホッブズ ロック：社会契約と秩序  

8. 平等／不平等：ルソーとマルサス 

9. 情念と道徳：ヒューム スミス 

10. 功利主義：ベンサム 

11. 人口と資源の制約：マルサス、ジェボンズ 

12. 功利主義と定常状態論：J.S.ミル 

13. 社会主義：モリス、マルクス 

14. ニヒリズム：ニーチェ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義後は復習をして、諸思想の理解に努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/ディスカッション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX134／現代社会思想 

(Modern Social Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済・社会と倫理 

担当者名 

（Instructor） 
板井 広明(ITAI HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・経済あるいは社会と倫理の問題について基本的な概念枠組みを理解し、解説できる。 

・現代における喫緊の問題について、歴史を素材にして解説できる。 

・現代のグローバルな経済社会における倫理問題について、理論的な観点から自分の意見を主張することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代のグローバル化した世界における経済・社会の倫理的問題を、18 世紀以降の欧米の社会思想から捉え返す。とりわけ経済

における市場の問題、利潤最大化を目的とする企業活動と公正や平等といった規範との衝突を軸にして、CSR、社会的企業、競

争、仕事、消費、食、グローバル化に焦点を合わせながら検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済・社会と倫理の問題。現代世界において、なぜ／いかに倫理が問題となるのか  

2. 企業の社会的責任論の起源 

3. 企業の社会的責任論の現在 

4. 社会的企業と利潤追求 

5. 社会的企業とソーシャル・キャピタル  

6. 格差問題の諸相 

7. 個人の自律性・多様性と競争社会  

8. 分業とアイデンティティー  

9. 承認欲求と仕事 

10. 消費者主権：フェアトレードとクレーマー 

11. グローバルな貧困と食の問題  

12. 食の倫理の諸相 

13. グローバル化における国家の責任と公害 

14. グローバルな民営化：戦争 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書を予習・復習すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/ディスカッション(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤方宣、2009、『ビジネス倫理の論じ方』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4779503426) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX137／経済政策論１ 

(Economic Policy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀資本主義と反グローバリズム 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

富を生み，豊かさを広げていくはずだったグローバリゼーション。その表と裏，光と影について学ぶ。世界システム内での各国の

地位と，自由主義／保護主義，グローバリズム／反グローバリズムに基づく政策の成否とが，ねじれを伴いながら対応しているこ

とを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

産業のあり方と豊かさをめぐる A.スミスと重商主義者の論争が経済学を生み出した。通商政策と成長戦略・産業政策の成否は世

界システム内での各国の地位を決め，新興国を台頭させる。それは中心国と新興国との政策的な競合を生むからこれが新たな

摩擦となり，さらなるグローバル・パワーシフトにつながりうる。他方でアングロサクソン型の自由主義政策は，グローバリズム／

反グローバリズムの焦点となっている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―21 世紀資本主義と反グローバリズム 

2. 経済学をつくった政策論争―『諸国民の富』と重商主義批判 

3. 経済学をつくった原理―比較優位と自由貿易政策 

4. 新興国アメリカをつくった政策―保護主義の原型 

5. 20 世紀資本主義をつくった産業―アメリカ自動車産業の成立 

6. 戦後日本経済をつくった政策―産業政策と開発志向型国家 

7. 環境・資源・エネルギーをめぐる政策―石油危機とその対応 

8. 20 世紀資本主義と経済政策の転機 1―日本における規制緩和 

9. 20 世紀資本主義と経済政策の転機 2―レーガノミクスと規制緩和 

10. 20 世紀資本主義と経済政策の転機 3―「ニュー・エコノミー」と「ファブレス」化 

11. 21 世紀資本主義と経済政策 1―IOT とインダストリー４.０ 

12. 21 世紀資本主義と経済政策 2―人口減少社会と移民政策 

13. 21 世紀資本主義と新興国―中国を結節点とする「成長循環」と「リスク循環」 

14. 21 世紀資本主義におけるグローバリズム／反グローバリズムとアベノミクス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書，参考書の該当箇所，レジュメ等を参照すること。 

教材は blackboard に UPする（修正などあれば赤で示す） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石田ほか編、2015 年、『現代世界経済をとらえる ver.5』、東洋経済新報社 (ISBN:9784492443668) 

 

参考文献（Readings） 

1. マンフレッド・B・スティーガー、2010 年、『1 冊でわかる 新版グローバリゼーション』、岩波書店 (ISBN:9784000269049) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX138／経済政策論２ 

(Economic Policy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル金融危機と反グローバリズムへの政策対応 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融主導のグローバリゼーションの展開について学び，金融危機頻発の事情を理解する。そのうえで，グローバル危機に対応し

てきた各国経済政策の経緯と模索について学ぶ。それは同時に，反グローバリズム台頭の事情を探ることでもある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

金融主導のグローバリゼーションの進展と金融危機の中，政策対応が模索されてきた。グローバリゼーションの進展とともに自由

化が進み，グローバリゼーションの破綻・反転の中で一部に再規制への政策転換も生じた。反グローバリズムも台頭しつつある。

グローバリゼーションの下で体系的な経済政策は成立しうるのか。通貨危機とグローバル金融危機を振り返りつつ，グローバル

資本主義の下での政策について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1930 年代大不況 

―20 世紀の経済政策をつくった「大転換」 

2. ユーロダラー市場とタックス・ヘイヴン 

―勝者と敗者を決める初期条件 

3. S&L危機と中南米債務 

－金融危機の原型を探る 

4. 日本バブルの形成と崩壊 1 

5. 日本バブルの形成と崩壊 2 

6. 欧州統合と欧州通貨危機 

7. NAFTA とメキシコ通貨危機 

8. 東アジア通貨危機とロシア危機 

9. サブプライム危機とリーマンショック 

10. 欧州ソブリン危機 

11. グローバル金融規制と政策対応 

12. アベノミクスと量的・質的緩和政策 

―日本経済と政策対応 

13. 中国経済と政策対応 

14. 「カジノ資本主義」化と「マッドマネー」化 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書，参考書の該当箇所，レジュメを参照すること。 

教材は blackboard に UPする（修正などあれば赤で示す） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席その他(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 奥田・櫻井・代田編、2016 年、『現代国際金融第 3 版』、法律文化社 (ISBN:9784589037633) 

 

参考文献（Readings） 

1. スーザン・ストレンジ、2009 年、『マッド・マネー』、岩波書店 (ISBN:9784006002091) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX139／経済政策論１ 

(Economic Policy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
21 世紀資本主義と反グローバリズム 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済政策学科 会計ファイナンス学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

富を生み，豊かさを広げていくはずだったグローバリゼーション。その表と裏，光と影について学ぶ。世界システム内での各国の

地位と，自由主義／保護主義，グローバリズム／反グローバリズムに基づく政策の成否とが，ねじれを伴いながら対応しているこ

とを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

産業のあり方と豊かさをめぐる A.スミスと重商主義者の論争が経済学を生み出した。通商政策と成長戦略・産業政策の成否は世

界システム内での各国の地位を決め，新興国を台頭させる。それは中心国と新興国との政策的な競合を生むからこれが新たな

摩擦となり，さらなるグローバル・パワーシフトにつながりうる。他方でアングロサクソン型の自由主義政策は，グローバリズム／

反グローバリズムの焦点となっている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―21 世紀資本主義と反グローバリズム 

2. 経済学をつくった政策論争―『諸国民の富』と重商主義批判 

3. 経済学をつくった原理―比較優位と自由貿易政策 

4. 新興国アメリカをつくった政策―保護主義の原型 

5. 20 世紀資本主義をつくった産業―アメリカ自動車産業の成立 

6. 戦後日本経済をつくった政策―産業政策と開発志向型国家 

7. 環境・資源・エネルギーをめぐる政策―石油危機とその対応 

8. 20 世紀資本主義と経済政策の転機 1―日本における規制緩和 

9. 20 世紀資本主義と経済政策の転機 2―レーガノミクスと規制緩和 

10. 20 世紀資本主義と経済政策の転機 3―「ニュー・エコノミー」と「ファブレス」化 

11. 21 世紀資本主義と経済政策 1―IOT とインダストリー４.０ 

12. 21 世紀資本主義と経済政策 2―人口減少社会と移民政策 

13. 21 世紀資本主義と新興国―中国を結節点とする「成長循環」と「リスク循環」 

14. 21 世紀資本主義におけるグローバリズム／反グローバリズムとアベノミクス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書，参考書の該当箇所，レジュメ等を参照すること。 

教材は blackboard に UPする（修正などあれば赤で示す） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石田ほか編、2015 年、『現代世界経済をとらえる ver.5』、東洋経済新報社 (ISBN:9784492443668) 

 

参考文献（Readings） 

1. マンフレッド・B・スティーガー、2010 年、『1 冊でわかる 新版グローバリゼーション』、岩波書店 (ISBN:9784000269049) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX140／経済政策論２ 

(Economic Policy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル金融危機と反グローバリズムへの政策対応 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済政策学科 会計ファイナンス学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融主導のグローバリゼーションの展開について学び，金融危機頻発の事情を理解する。そのうえで，グローバル危機に対応し

てきた各国経済政策の経緯と模索について学ぶ。それは同時に，反グローバリズム台頭の事情を探ることでもある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

金融主導のグローバリゼーションの進展と金融危機の中，政策対応が模索されてきた。グローバリゼーションの進展とともに自由

化が進み，グローバリゼーションの破綻・反転の中で一部に再規制への政策転換も生じた。反グローバリズムも台頭しつつある。

グローバリゼーションの下で体系的な経済政策は成立しうるのか。通貨危機とグローバル金融危機を振り返りつつ，グローバル

資本主義の下での政策について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1930 年代大不況 

―20 世紀の経済政策をつくった「大転換」 

2. ユーロダラー市場とタックス・ヘイヴン 

―勝者と敗者を決める初期条件 

3. S&L危機と中南米債務 

－金融危機の原型を探る 

4. 日本バブルの形成と崩壊 1 

5. 日本バブルの形成と崩壊 2 

6. 欧州統合と欧州通貨危機 

7. NAFTA とメキシコ通貨危機 

8. 東アジア通貨危機とロシア危機 

9. サブプライム危機とリーマンショック 

10. 欧州ソブリン危機 

11. グローバル金融規制と政策対応 

12. アベノミクスと量的・質的緩和政策 

―日本経済と政策対応 

13. 中国経済と政策対応 

14. 「カジノ資本主義」化と「マッドマネー」化 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書，参考書の該当箇所，レジュメを参照すること。 

教材は blackboard に UPする（修正などあれば赤で示す） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席その他(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 奥田・櫻井・代田編、2016 年、『現代国際金融第 3 版』、法律文化社 (ISBN:9784589037633) 

 

参考文献（Readings） 

1. スーザン・ストレンジ、2009 年、『マッド・マネー』、岩波書店 (ISBN:9784006002091) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX141／日本経済論１ 

(Structure of Japanese Economy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後日本経済の展開と現在 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後日本経済の展開プロセスを理解し、長いスパンをもって現在に至る日本経済に対するパースペクティヴを持たせる。その中

で成長メカニズムとその限界が、日本経済にとって内外的な非連続性を伴い、新しい対応が求められていることを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後日本が敗戦から経済復興のモメンタムを掴み､高度経済成長を成し遂げ､経済大国化を達成したものの､バブル経済とその

崩壊によって長期不況が生じるといった日本経済の展開過程を歴史的に認識するとともに､財政問題を抱える日本型福祉の限

界､東日本大震災後のエネルギー問題､東アジアの新興工業国の登場に伴う国際分業の再編にも焦点を当てて日本経済に関す

る構造的把握を試みる。また､13 週目には外部からゲスト講師を招き､新しい論点に関する説明をしてもらう予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 米占領下の戦後経済改革 

3. 戦後経済復興と朝鮮戦争 

4. 高度経済成長の起動・展開 

5. 日本版大衆消費社会の渡来 

6. オイルショックと高度経済成長の終息 

7. 安定経済成長と経済大国化 

8. 日米貿易摩擦と日米構造協議 

9. バブル経済から長期不況へ 

10. 東アジアの中での日本経済 

11. ポスト 3・11 とエネルギー問題 

12. 日本型福祉と NPO の役割 

13. ゲスト講師による講演 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義資料・ノートは、事前にアップロードする。また、参考文献も事前に紹介する。予習して講義に参加することを期待する。講義

を受講して質問がある場合やより詳しい学習内容が求められる場合はそれに関連する議論や資料紹介の機会を設ける。普段か

ら日本経済に関する疑問や問題意識を持ち、それを理解しようとする姿勢が望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(20%)/ディスカッション技術など(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

講義資料・ノートを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋本寿朗、2011、『現代日本経済』、有斐閣 (ISBN:4641124434) 

2. 中村隆英、1993、『日本経済』、東大出版会 (ISBN:4130420429) 

3. 武田晴人、2008、『高度成長』、岩波書店 (ISBN:4004310490) 

4. 石井里枝、2017、『日本経済史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623079481) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX142／日本経済論２ 

(Structure of Japanese Economy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本経済の現況と課題 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本経済の現況と今現在直面している課題を理解すること。具体的にはマクロ経済の動向と共に、経済成長の主軸である企業

投資に重点を置きながら、それに関連する金融市場や労働市場の特徴を読み取り、これらが持つグローバル経済との関連性を

理解して説明できることである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マスコミによってよく膾炙される日本経済の課題を取上げ、経済運営の仕組みと経済主体の行動様式を説明し、日本経済の全体

像を理解する。授業中 1 回は実務に関わっている方を招き、直接説明をしてもらう。また、時間を取って受講者が作成したレポー

トをプレゼンしたり、特定の論点について議論したりする機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 日本経済は果たしてどこに向かうのか： マクロ経済の動向と日本資本主義の未来 

3. 超一流企業はなぜ競争力を失ったのか： 超一流企業の危機と生存の生態学 

4. 政府の産業政策はもはや無意味なのか： 政府と企業間関係の新しい模索 

5. 金融市場は企業投資にどのような役割を果たしているのか： 金融市場と企業金融 

6. 果たして規制緩和は有効であるのか： 規制緩和と公企業改革 

7. 中小企業は依然として日本産業の競争力基盤であるのか： 経済危機の中の部品製造業 

8. 高齢化時代の労働対策はあるのか： 高齢化社会の労働市場 

9. グロ-バル経済のなかで日本は依然として経済大国であり続けるのか： 貿易と海外投資 

10. 日本企業は海外進出を通じて何を得たのか： 内需不足と日本企業のグローバル経営 

11. 経済成長のため、バリヤーを引き下げるべきか： 包括的経済協定の実現可能性とその展望 

12. 円高は日本経済の毒か： 円高と円安の日本経済 

13. 日本は今海外に差し上げ過ぎなのか： 国際協力に対する日本人の認識と実像 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義資料・ノートは、事前にアップロードする。また、参考文献も事前に紹介する。予習して講義に参加することを期待する。講義

を受講して質問がある場合やより詳しい学習内容が求められる場合はそれに関連する議論や資料紹介の機会を設ける。普段か

ら日本経済に関する疑問や問題意識を持ち、それを理解しようとする姿勢が望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(20%)/ディスカッション技術など(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

講義資料・ノートを配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋本寿朗、2011、『現代日本経済』、有斐閣 (ISBN:4641124434) 

2. 東大社研、2005、『「失われた 10 年」を超えてⅠ』、東大出版会 (ISBN:4130302043) 

3. 東大社研、2006、『「失われた 10 年」を超えてⅡ』、東大出版会 (ISBN:4130302051) 

4. 宮崎勇、2013、『日本経済図説』、岩波書店 (ISBN:400431447X) 

5. 岡崎哲二、2017、『経済史から考える 発展と停滞の論理』、日本経済新聞出版社 (ISBN:4532357578) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BX143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX143／公共経済学１ 

(Public Economics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 崇(SAITO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共部門の役割および市場の失敗とその是正について理解する。また経済学的な視点を身につけるだけでなく、現実経済にお

ける状況についても理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、経済社会が直面するさまざまな課題に対して、公共部門の果たすべき役割について考えていく。講義の内容は大

きく４つに分かれ、 （１）市場機構の効率性と市場の失敗、（２）公共財の供給、（３）外部性とその対応、（４）自然独占と料金制

度、についてそれぞれ学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 市場のはたらきと市場の失敗 

3. パレート効率性 

4. 厚生経済学の基本定理 

5. 生産と消費の最適条件 

6. 公共財の性質と最適供給 

7. リンダール均衡とフリーライダー問題 

8. 国際公共財の供給：地球環境問題への取り組み 

9. 外部性の性質と市場均衡 

10. 外部性の補正策（１）：課税と補助金 

11. 外部性の補正策（２）：交渉による解決 

12. 自然独占 

13. 料金制度 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の予習や復習等については、授業内において指示する。分からないところがあれば、早めに担当者に質問すること。またプ

リントの練習問題を解くことを勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカード(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。プリントを配布して、それに沿って進めていく。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX144／公共経済学２ 

(Public Economics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
斉藤 崇(SAITO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共部門の役割や経済社会が直面するさまざまな課題について理解する。特に税や補助金、再分配政策などについて経済学的

な視点から考えることができるようになる。また現実経済における状況についても理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、経済社会が直面するさまざまな課題に対して、公共部門の果たすべき役割について考えていく。講義の内容は大

きく４つに分かれ、（１）税と補助金の効果、（２）公共支出と財政問題、（３）再分配政策、（４）公共選択と地方分権、についてそれ

ぞれ学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 租税の転嫁と帰着 

3. 消費課税の効果 

4. 補助金の効果 

5. 公共投資の評価 

6. 費用便益分析 

7. 公債発行の中立命題 

8. 公的扶助と失業の罠 

9. 不確実性のもとでの意思決定 

10. 情報の非対称性と社会保険 

11. 公的年金 

12. 投票と集団の意思決定 

13. 地方公共財の供給 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の予習や復習等については、授業内において指示する。分からないところがあれば、早めに担当者に質問すること。またプ

リントの練習問題を解くことを勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカード(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。プリントを配布して、それに沿って進めていく。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX145／財政学１ 

(Public Finance 1) 

担当者名 

（Instructor） 
茂住 政一郎(MOZUMI SEIICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 学生が財政学の基礎的な知識を身につけ、日本や諸外国の財政が直面している課題やその対策について学生自身が考え、

意見を発信することができるようになること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では，現代財政の直面する問題を出発点として、財政の必要性、財政思想の発展、財政金融政策の国際的展開、予算

論と日本の予算制度について，財政社会学の立場から、国際比較の視点も交えつつ講義する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義の問題意識 

2. 今日の財政の基本問題 

3. 財政（public finance）の起こり①：国家はなぜ必要か 

4. 財政（public finance）の起こり②：public の出現と貨幣 

5. 財政（public finance）の起こり③：public と finance のつながり 

6. 財政思想の発展① 

7. 財政思想の発展② 

8. 財政思想の発展③ 

9. 財政金融政策の国際的展開① 

10. 財政金融政策の国際的展開② 

11. 日本の財政は破綻するか？ 

12. 予算論と日本の予算制度① 

13. 予算論と日本の予算制度② 

14. 春学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 配布するレジュメや参考文献を利用して講義毎に復習されることが望ましい。また、新聞やニュースで報道される財政に関する

事項について分からないことをその都度調べることも参考となるだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間レポート(20%) 

ただし、中間レポート提出が筆記試験受験の要件となることに注意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。配布するレジュメに沿って講義を行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊集守直・高端正幸編著、2018、『福祉財政』、ミネルヴァ書房 

2. 池上岳彦、2015、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 

3. 井手英策、2011、『財政赤字の淵源』、有斐閣 

4. 神野直彦、2007、『財政学〔改訂版〕』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・予備知識のない学生も理解できるよう講義を進めていくので、安心して受講してほしい。 

・ただし、「財政学 2」の講義内容に連なるよう講義を進めていく予定なので、本講義の内容の理解を深めるためにも、双方受講さ

れることが望ましい。 

・成績評価や試験の詳細について初回の講義において説明するので、受講を希望される学生は必ず出席すること。 

・特別な事情がない限り、必ず毎回の講義に出席すること。欠席する場合は、必ず事前に教員に連絡すること。 連絡を受けた場

合のみ、資料の配布等、対応する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX146／財政学２ 

(Public Finance 2) 

担当者名 

（Instructor） 
茂住 政一郎(MOZUMI SEIICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 学生が財政の基礎的な知識を身につけ、日本や諸外国の財政が直面している課題やその対策について学生自身が考え、意

見を発信することができるようになること。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では，日本の国家財政が直面する問題を出発点として、経費論、租税論、公債論、財政投融資、社会保障及び教育と財

政の関係について、日本及び諸外国の制度の比較を交えつつ，財政社会学の立場から講義する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義の問題意識 

2. 財政学 1 の復習 

3. 日本財政と経費論① 

4. 日本財政と経費論② 

5. 租税論と日本の租税制度① 

6. 租税論と日本の租税制度② 

7. 公債と財政赤字 

8. 財政投融資 

9. 財政と社会保障・教育① 

10. 財政と社会保障・教育② 

11. 日本の地方財政① 

12. 日本の地方財政② 

13. 普遍主義の限界とその超克 

14. 本講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 配布するレジュメや参考文献を利用して講義毎に復習されることが望ましい。また、新聞やニュースで報道される財政に関する

事項について分からないことをその都度調べることも参考となるだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間レポート(20%) 

ただし、中間レポート提出が筆記試験受験の要件となることに注意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。配布するレジュメに沿って講義を行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊集守直・高端正幸編著、2018、『福祉財政』、ミネルヴァ書房 

2. 池上岳彦、2015、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 

3. 井手英策、2011、『財政赤字の淵源』、有斐閣 

4. 神野直彦、2007、『財政学〔改訂版〕』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・予備知識のない学生も理解できるよう講義を進めていくので、安心して受講してほしい。 

・ただし、「財政学 1」の講義内容に連なるよう講義を進めていく予定なので、本講義の内容の理解を深めるためにも、双方受講さ

れることが望ましい。 

・成績評価や試験の詳細について初回の講義において説明するので、受講を希望される学生は必ず出席すること。 

・特別な事情がない限り、必ず毎回の講義に出席すること。欠席する場合は、必ず事前に教員に連絡すること。 連絡を受けた場

合のみ、資料の配布等、対応する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX147／医療経済論 

(Health Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
大津 唯(OHTSU YUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本の医療保障制度に関する基礎知識と、医療経済学の基礎理論を習得したうえで、医療に関わる諸問題を理解し、考察する

能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本の医療保険制度と医療提供体制を概観し、日本の医療保障における課題を検討する。また、応用ミクロ経済学としての医

療経済学の基礎理論を解説し、それを踏まえて日本の諸課題についての検討を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本の医療保障における諸課題 

3. 日本の医療保険制度（１） 

4. 日本の医療保険制度（２） 

5. 日本の医療提供体制（１） 

6. 日本の医療提供体制（２） 

7. 医療経済学の基礎、ミクロ経済学の準備 

8. 医療サービス需要の理論（１） 

9. 医療サービス需要の理論（２） 

10. 医療サービス供給の理論（１） 

11. 医療サービス供給の理論（２） 

12. 医療保険の経済理論（１） 

13. 医療保険の経済理論（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 必要に応じて別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 橋本英樹 ・泉田信行、2016、『医療経済学講義 補訂版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130421423) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX148／福祉経済論 

(Political Economy of Welfare) 

担当者名 

（Instructor） 
于 洋(YU YANG) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では変動する経済社会に対応するために，経済と福祉の関わり，社会保険の構造と仕組み，社会福祉の類型と福祉

財政を理解し、社会保障ないし社会福祉の制度における諸問題を発見・分析・評価できることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では社会福祉制度および社会保障制度を経済学の観点から考察する。最近話題になっている格差問題を情報の非対

称性から説明し，非対称的な情報の下での政策として失業保険，年金保険，健康保険，介護保険を取り上げ，われわれの日常

生活のことと関連させながら授業を進めて行きたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス(講義の目的・内容・進め方など) 

講義内容・進行方法・成績評価などを理解し、講義の全体像をつかむことができる 

2. 貧困/不平等とその計測 

貧困/不平等の計測基準や現状を理解し説明することができるようになる 

3. 格差問題と所得再分配 

格差問題の背景・現状・解決方法を理解し説明することができるようになる 

4. 情報の非対称性問題 

経済社会におけるさまざまな情報の非対称性について、理解し説明することができるようになる 

5. 非対称情報下の経済政策 

非対称情報化の政策を実際の例で理解し説明することができるようになる 

6. 失業問題と失業保険 

失業問題についての基本知識、失業保険に関する理論・仕組みなどを理解し説明することができるようになる 

7. 老後の所得保障と年金保険Ⅰ 

老後の所得保障についての理論的な解説を理解し説明することができるようになる 

8. 老後の所得保障と年金保険Ⅱ 

年金保険制度の基本的仕組みと諸問題を理解し説明することができるようになる 

9. 医療の需要と供給 

保健医療についての理論的な解説を理解し説明することができるようになる 

10. 健康保険と高齢化問題  

医療保険制度の基本的仕組みと諸問題を理解し説明することができるようになる 

11. 高齢者の急増と高齢者福祉サービス 

少子高齢化の背景と問題・高齢者のサービス保障についての理論と実践を理解し説明することができるようになる 

12. 介護保険制度のあり方 

介護保険制度の基本的な仕組みと諸問題を理解し説明することができるようになる 

13. 福祉国家の諸類型と社会保障財政 

福祉国家の類型や日本の社会保障財政の実態を理解し説明することができるようになる 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義を受ける条件として，経済学の基礎的知識を習得していることを前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席と授業パフォーマンス(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ニコラス・バー、2007、『福祉の経済学』、光生館 

上記教科書のほかに毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 椋野美智子・田中耕太郎、2018、『はじめての社会保障』（第 15 版）、有斐閣 
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2. 土田武史編著、2015、『社会保障論』、成文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／年金経済論 

(Pension Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
森 周子(MORI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX151 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 学生が、公的年金と私的年金（企業年金・個人年金）に関する基本的な知識を身につけること、および、諸外国の年金制度との

比較検討などを通じて日本の年金制度の特徴・課題・改革の方向性を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 まず、日本の公的年金について、役割、老齢・遺族・障害の各年金給付の内容、財源、財政方式といった基本的な仕組みを概

説した後、課題と改革の方向性について論じる。次に、企業年金と個人年金の現状・課題・改革の方向性を検討する。講義の中

では適宜、諸外国の年金制度を紹介し、日本の制度との比較検討を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、年金制度の体系、公的年金の概要とその役割 

2. 老齢年金① 

3. 老齢年金② 

4. 老齢年金③ 

5. 障害年金 

6. 遺族年金 

7. 公的年金の財源調達と財政方式 

8. 公的年金の財政状況 

9. 公的年金の論点① 

10. 公的年金の論点② 

11. 企業年金の概要と課題① 

12. 企業年金の概要と課題② 

13. 個人年金の概要と課題 

14. 諸外国の年金制度 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義後はノートやレジュメに目を通し、学習内容の定着を図ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカード兼出席票(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に随時示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX152／金融工学 

(Financial Engineering) 

担当者名 

（Instructor） 
真壁 昭夫(MAKABE AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融工学の基礎的な概念を理解すること｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際に金融市場で起きていることを基礎にして､ 金融工学の基礎理論を解説する｡ 

授業では金融界から実務経験者をゲストスピーカーとして招き、実際に金融工学が実務でどう使われているかを理解する機会も

設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 金融工学の基本的考え方 

2. キャッシュフローの概念 

3. 平均・分散モデル 

4. 平均・分散モデルの応用 

5. 金融派生商品の概念 

6. 金融派生商品ー先物の概念 

7. 金融派生商品ーオプションの概念 

8. 金融派生商品ースワップの概念 

9. 金融派生商品の効用と限界 

10. 金融商品の理論値の概念 

11. 金融商品の理論値ー株価算定モデル 

12. 金融商品の理論値－為替算定モデル 

13. 金融商品の理論値－債券価格算定モデル 

14. 授業総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新しい概念の理解のため授業の復習を推奨 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX153／ポートフォリオ論 

(Portforio Theory) 

担当者名 

（Instructor） 
真壁 昭夫(MAKABE AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ポートフォリオ理論の基礎概念の理解｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

ポートフォリオ理論の基礎概念を説明し､ 実際の資金運用の実際を解説する｡ 

授業では金融界から実務経験者をゲストスピーカーとして招き、実際にポートフォリオ論が実務でどう使われているかを理解する

機会も設ける。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ポートフォリオ理論の基礎概念① 

2. ポートフォリオ理論の基礎概念② 

3. 金融商品ーアセットクラスの概念① 

4. 金融商品ーアセットクラスの概念② 

5. リスク・リターンのプロファイル 

6. リスク・リターンの実際 

7. CAPM 理論概念① 

8. CAPM 理論概念② 

9. マルチファクターモデル概念 

10. パッシブ運用・アクティブ運用概念 

11. 効率的フロンティア 

12. 相関係数と分散投資 

13. 株価インデックスの基礎 

14. 授業総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新しい概念なので授業内容の復習を推奨 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX160／産業経済論１ 

(Industrial Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生産システムの現段階 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実の企業や産業システムは，多様であり，複雑です。そして，企業や産業システムは国によって異なり，１つの国でも時期によ

って異なることが多いものです。産業経済論１では，複雑な企業や産業システムの現実を，経済学の視点から理解することを目

指します。特に，現在に至る企業の生産活動の歴史的変化や日本の企業システムを学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

財やサービスを提供する企業は，すべての業務を社内でおこなっていることは稀であり，政府，金融機関，サプライヤー，ディーラ

ーなどと多様な関係を形成しています。１つの財やサービスが消費者に届くまでに，複雑な産業システムが構築されているので

す。では，企業は，なぜ，ある業務を社内でおこなう一方で，ある業務を市場から調達するのでしょうか。そして，なぜ，産業や企

業の在り方は，国によって異なるのでしょうか。本講義では，競争力・組織能力・取引費用などを鍵概念に，現実の産業・企業や

経済システムを分析的に考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：産業経済論１の課題 

2. 産業経済とは何か：社会的分業と企業内分業 

3. 産業経済への視点：市場，組織，中間組織 

4. 産業経済への視点：競争力，組織能力，能力構築競争 

5. チャンドラーの「見える手」 

6. 自動車産業の生産活動：フォード・システム 

7. 自動車産業の生産活動：トヨタ生産方式 

8. 自動車産業の生産活動：トヨタの委託生産 

9. 産業政策：日本の高度成長と政府・企業間関係 

10. 企業システム：系列，企業集団 

11. ラングロワの「消えゆく手」 

12. エレクトロニクス産業の生産活動：EMS の台頭 

13. エレクトロニクス産業の生産活動：アップルの生産体制 

14. 総括：グローバル価値連鎖の統治構造 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義内容に関するレジュメを Blackboard 等で公開する予定です。それを使って予習や復習をしてください。毎回の講義内

容は，それ以前の講義内容とも密接につながる内容になりますので，受講前にこれまでの講義内容を復習してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクション・ペーパーの評価(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回，レジュメを配布します 

 

参考文献（Readings） 

1. リチャード・N. ラングロワ、2011、『消えゆく手：株式会社と資本主義のダイナミクス』、慶應義塾大学出版会 

(ISBN:4766418751) 

2. 藤本隆宏、2003、『能力構築競争：日本の自動車産業はなぜ強いのか』、中公新書 (ISBN:4121017005) 

3. 和田一夫、2013、『ものづくりを超えて：模倣からトヨタの独自性構築へ』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815807426) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は，パワーポイントを使用した講義形式とします。学生への質問をおこなう予定なので，積極的な受講態度を期待します。リ

アクション・ペーパーについては，次回授業開始時にフィードバックをおこないます。 
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注意事項（Notice） 
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■BX161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX161／産業経済論２ 

(Industrial Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジア優位産業と日本の産業構造変化 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実の企業や産業システムは，多様であり，複雑です。そして，企業や産業システムは国によって異なり，１つの国でも時期によ

って異なることが多いものです。産業経済論２では，企業や産業システムを二つの切り口から捉えます。一つ目は，東アジアにお

いてグローバルシェアが高い製造業を取り上げ，グローバルな分業構造や企業間競争の実態を学びます。二つ目は，日本の産

業構造の変化を踏まえてサービス産業を取り上げ，近年の産業動向を学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

財やサービスを提供する企業は，すべての業務を社内でおこなっていることは稀であり，政府・金融機関・サプライヤー・ディーラ

ーなどと多様な関係を形成しています。１つの財やサービスが消費者に届くまでに，多種多様な取引の連鎖が構築されており，そ

うした取引関係をいかに調整するかが企業や産業の競争力を決定する１つの要因になっています。本講義では，東アジアの企

業が高い競争力を有している産業を中心に，多様な産業のグローバルな分業構造や企業間競争の実態を説明します。また，規

模が拡大傾向にあるサービス産業，シェアリング・エコノミーに関する議論を解説します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：産業経済論２の課題 

2. 東アジア優位産業とは何か 

3. 鉄鋼産業：日本モデルの波及と拡散 

4. 自動車産業：グローバル競争優位の日韓と内需依存の中国 

5. 二輪車産業：プロダクトサイクルと東アジア企業の競争力 

6. 工作機械産業：グローバルな企業間競争 

7. アパレル産業：ファストファッション事業のクイックレスポンスとグローバル化 

8. 日本の産業構造変化：製造業の空洞化 

9. 日本の産業構造変化：サービス経済化の進行 

10. サービス産業のイノベーション 

11. サービス産業とグローバルシティ 

12. デジタル革命，シェアリング・エコノミー 

13. サービス経済化の下での政策課題 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義内容に関するレジュメを Blackboard 等で公開する予定です。それを使って予習や復習をしてください。また，毎回の

講義内容は，それ以前の講義内容とも密接につながる内容になりますので，受講前にこれまでの講義内容を復習してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクション・ペーパーの評価(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回，レジュメを配布します 

 

参考文献（Readings） 

1. 塩地洋編、2008、『東アジア優位産業の競争力―その要因と競争・分業構造』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623051633) 

2. 森川正之、2016、『サービス立国論―成熟経済を活性化するフロンティア』、日本経済新聞出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は，パワーポイントを使用した講義形式とします。学生への質問をおこなう予定なので，積極的な受講態度を期待します。リ

アクション・ペーパーについては，次回授業開始時にフィードバックをおこないます。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX162／社会政策論１ 

(Social Policy & Administration 1) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 聡一郎(TANAKA SOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の到達目標は、第 1に、社会保障制度や政策の仕組みを理解する、第 2に、なぜそのような制度・政策が必要であるか

を経済学の考え方に基づき理解する、第 3に、現在の社会保障の問題点について自身で考察することである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちが生活するうえで、社会保障は欠かせないものである。この講義では、生活の上で直面するさまざまなリスクに対して、社

会保障制度がどのように整備され機能しているのかを経済学的に検討する。授業の内容は、社会保障の制度の理解、その機能

に関する経済学的な理解、政策トピックスの提供である。春学期科目である「社会政策論１」では現金給付を中心に、秋学期科目

である「社会政策論２」では現物給付を中心に、範囲を分けて講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会保障の基本概念：リスクの変容と社会保障  

2. 社会保障の経済学的アプローチ：効率性と公平性、現金給付と現物給付 

3. 社会保障の体系：社会保険、社会手当、公的扶助 

4. 社会保障の歩みと国際比較 ：日本の社会保障制度の特徴 

5. 所得格差と貧困：各指標の変化の統計的把握 

6. 生活保護制度  

7. 児童手当・児童扶養手当 

8. 雇用保険制度 

9. 育児休業・介護休業 

10. 労災保険制度 

11. 年金の経済学 

12. 公的年金制度  

13. 公的年金改革 

14. まとめ：所得保障のあり方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの当該箇所を読んで、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内課題(10%)/レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 駒村康平他、2015、『社会政策‐福祉と労働の経済学』、有斐閣 (ISBN:4641220581) 

 

参考文献（Readings） 

1. 西村淳、2016、『入門テキスト 社会保障の基礎』、東洋経済新報社 (ISBN:4492701435) 

2. 土田武史、2015、『社会保障論』、成文堂 (ISBN:4792342546) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

一方的な講義としないために、授業中に受講者に回答を求めることがある。  

 

注意事項（Notice） 
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■BX163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX163／社会政策論２ 

(Social Policy & Administration 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田中 聡一郎(TANAKA SOICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の到達目標は、第 1に、社会保障制度や政策の仕組みを理解する、第 2に、なぜそのような制度・政策が必要であるか

を経済学の考え方に基づき理解する、第 3に、現在の社会保障の問題点について自身で考察することである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちが生活するうえで、社会保障は欠かせないものである。この講義では、生活の上で直面するさまざまなリスクに対して、社

会保障制度がどのように整備され機能しているのかを経済学的に検討する。授業の内容は、社会保障の制度の理解、その機能

に関する経済学的な理解、政策トピックスの提供である。春学期科目である「社会政策論１」では現金給付を中心に、秋学期科目

である「社会政策論２」では現物給付を中心に、範囲を分けて講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会保障とは 

2. 現物給付の経済学的視点 

3. 医療経済学：医療サービス・医療保険と情報の非対称性 

4. 医療保険制度 

5. 医療費：診療報酬・薬価基準 

6. 医療供給体制 

7. 子ども子育て支援新制度 

8. 生活困窮者自立支援：学習支援 

9. 障害者総合支援法 

10. 介護の経済学 

11. 介護保険制度 

12. 介護供給体制 

13. 医療・介護保険改革の動向 

14. まとめ：社会サービスのあり方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの当該箇所を読んで、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内課題(10%)/レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 駒村康平他、2015、『社会政策‐福祉と労働の経済学』、有斐閣 (ISBN:4641220581) 

 

参考文献（Readings） 

1. 西村淳、2016、『入門テキスト 社会保障の基礎』、東洋経済新報社 (ISBN:4492701435) 

2. 土田武史、2015、『社会保障論』、成文堂 (ISBN:4792342546) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

一方的な講義としないために、授業中に受講者に回答を求めることがある。  

 

注意事項（Notice） 
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■BX164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX164／租税論１ 

(Tax Theory and Tax Policy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税理論と租税政策 

担当者名 

（Instructor） 
関口 智(SEKIGUCHI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

租税理論の視点から現実の租税制度・租税政策を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は租税政策上の争点を理解するための一つの視点として，租税理論を重視する。 

周知のように，現実の租税制度は租税理論とは必ずしも整合的でない側面がある。とはいえ，租税理論は，租税制度を理解し，

現代の租税政策上の争点を明確化するための一つの指標となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 租税論１の対象と日本財政・租税政策の現状 

2. 財政・租税構造の国際比較と財政政策 

3. 財政政策：歳出政策と歳入政策 

4. 租税原則論の発展と現状 

5. 経済循環と租税政策 

6. 租税体系と租税理論（総論） 

7. 租税理論（各論１）：所得課税 

8. 租税理論（各論２-１）：所得課税と消費課税 

9. 租税理論（各論２-２）：所得課税と消費課税 

10. 租税理論（各論３）：所得課税と消費課税 

11. 資産課税の理論 

12. 税率構造と租税負担 

13. 課税単位と課税境界（１） 

14. 課税単位と課税境界（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

経済学の講義内容を理解していることを前提に講義を行う。財政学・地方財政論・租税法等もあわせて履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカードの内容(15%)/レポート課題(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特定・単一のテキストは用いない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 関口智、2015 年、『「租税の理論」『財政学を学ぶ』』、有斐閣ブックス 

 講義の際に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX165／租税論２ 

(Tax Theory and Tax Policy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税制度・租税政策の歴史と国際比較 

担当者名 

（Instructor） 
関口 智(SEKIGUCHI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の租税制度・租税政策を国際比較と歴史の視点から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は租税政策上の争点を理解するための一つの視点として，租税制度の歴史と国際比較を重視する。各国の租税制度は

その国の歴史や政治的・経済的・社会的な背景を反映している。日本の租税制度の政治的・経済的・社会的背景を意識すること

でその形成過程を理解し,そこに国際比較を加味することで，現在の租税政策上の争点を明確化する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 租税論２の対象と租税体系論 

2. 租税体系論と国際比較 

3. 租税制度・租税理論の歴史（１） 

4. 租税制度・租税理論の歴史（２） 

5. 所得課税の仕組と論争点（１） 

6. 所得課税の仕組と論争点（２） 

7. 所得課税の国際比較 

8. 消費課税の仕組と論争点 

9. 消費課税の国際比較 

10. 多様化する事業体と税制（１） 

11. 多様化する事業体と税制（２） 

12. 資産課税の国際比較 

13. 国際租税政策（１） 

14. 国際租税政策（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

租税論１（春学期）の講義内容を理解していることを前提に講義を行う。財政学・地方財政論・租税法等もあわせて履修すること

が望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカードの内容(15%)/レポート課題の提出(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 特定・単一のテキストは用いない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 関口智、2015 年、『現代アメリカ連邦税制-付加価値税なき国家の租税構造』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130461146) 

 その他は,講義の際に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX166／地方財政論１ 

(Local Government Finance 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
制度としての地方財政 

担当者名 

（Instructor） 
デウィット，Ａ．(DEWIT,ANDREW) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地方財政の制度と機能を理解する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

このコースでは日本の地方財政制度とその課題について学習する。利用する教科書について「私たちの暮らしを支える身近な存

在である地方財政を，具体的な例を交えて生き生きと描き出す。地方財政の理念や制度の基本から，応用的なことまで盛り込

み，体系的に学ぶことができる。です・ます調でわかりやすく書かれ，地方財政を学ぶ最初の 1 冊に最適」という評価もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地方財政の全体像 

2. 地方財政の全体像 2 

3. 日本の地方財政：知るべきこと，考えるべきこと 

4. 日本の地方財政 2：知るべきこと，考えるべきこと 

5. 政府間財政関係：融合型の集権的分散システムと地方財政計画 

6. 政府間財政関係 2：融合型の集権的分散システムと地方財政計画 

7. 経費論：お金の使い道とその意味 

8. 経費論 2：お金の使い道とその意味 

9. 予算論：地方自治体のお金の使い道はどのように決まるのか 

10. 予算論 2：地方自治体のお金の使い道はどのように決まるのか 

11. 地方自治体の収入構造：どうやって財源を調達するのか 

12. 地方自治体の収入構造 2：どうやって財源を調達するのか 

13. 地方税：最も重要な自主財源 

14. 地方税 2：最も重要な自主財源 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沼尾波子, 池上岳彦, 木村佳弘, 高端正幸、2017、『地方財政を学ぶ』、有斐閣ブックス (ISBN:978-4-641-18435-0) 

総務省：地方財政制度 

http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei.html 

総務省：地方財政の分析 

http://www.soumu.go.jp/iken/jokyo_chousa.html 

総務省：平成 29 年版地方財政白書 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/29data/index.html 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX167／地方財政論２ 

(Local Government Finance 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
制度としての地方財政 

担当者名 

（Instructor） 
デウィット，Ａ．(DEWIT,ANDREW) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地方財政の制度と機能を理解する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

このコースでは日本の地方財政制度とその課題について学習する。授業で使う教科書について「私たちの暮らしを支える身近な

存在である地方財政を、具体的な例を交えて生き生きと描き出す。地方財政の理念や制度の基本から、応用的なことまで盛り込

み、体系的に学ぶことができる。です・ます調でわかりやすく書かれ、地方財政を学ぶ最初の 1 冊に最適」という評価もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 地方財政の全体像 

2. 地方交付税：地方財源保障のかなめ 

3. 地方交付税 2：地方財源保障のかなめ 

4. 国庫支出金：中央省庁による地方のコントロール 

5. 国庫支出金 2：中央省庁による地方のコントロール 

6. 地方債：金融を通じた財源保障 

7. 地方債 2：金融を通じた財源保障 

8. 地方財政の歴史的展開 

9. 地方財政の歴史的展開 2 

10. 持続可能な地域づくりと地方財政 

11. 持続可能な地域づくりと地方財政 2 

12. 対人社会サービスと地方財政 

13. 地方公営企業・第三セクター等 

14. 地方財政の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沼尾波子, 池上岳彦, 木村佳弘, 高端正幸、2017、『地方財政を学ぶ』、有斐閣ブックス (ISBN:978-4-641-18435-0) 

総務省：地方財政制度 

http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei.html 

総務省：地方財政の分析 

http://www.soumu.go.jp/iken/jokyo_chousa.html 

総務省：平成 29 年版地方財政白書 

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/29data/index.html 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX168／中小企業論１ 

(Small Business Problems and Studies 1) 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 恭司(TOYAMA KYOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大企業に比べて一般に情報発信の少ない中小企業の果たす役割や可能性を理解することにより、みずからのキャリアデザイン

と日本経済の実像を複眼的にとらえ、経済社会を自立的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国民経済のなかで中小企業の果たす役割と可能性､ 諸問題について､存在形態､産業構造､社会的分業､企業間関係､法・政策

などの観点から講義を行う｡授業時に行われるダイアローグ(対話)では､近くの学生同士による対話から一定時間内の仮説ある

いは暫定結論の提示を求め､授業に反映する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中小企業のイメージと実態 その多数性と多様性 

2. 中小企業基本法と存在形態 

3. 中小企業のライフサイクル 長寿企業と企業成長 

4. 中小企業のコーポレートガバナンス 

5. 経済構造変化と中小企業 高度成長期 

6. 経済構造変化と中小企業 低成長期 

7. 社会的分業と中小企業 集積論とネットワーク論 

8. 企業間関係と下請問題 サプライヤーシステム 

9. 知的所有権と中小企業 金型産業 

10. ものづくり中小企業 

11. 中小企業ファイナンス 

12. ベンチャービジネス 

13. 中小企業政策の展開 

14. ２１世紀中小企業 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備・事後学習の指示は、履修登録後に Blackboard 上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/授業時の「対話ワーク」の成果（リアペなど）(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺幸男ほか、2013、『21 世紀中小企業論 第 3 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22009-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 植田浩史ほか、2014、『中小企業・ベンチャー企業論』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16431-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業資料等は Blackboard で提示する。毎回授業前に入手、印刷の上、持参することを勧める。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX169／中小企業論２ 

(Small Business Problems and Studies 2) 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 恭司(TOYAMA KYOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ますます進行するグローバル経済のもとで、日本の中小企業の行動や戦略を世界経済の中で位置づけて考え、地球規模におけ

る中小企業の可能性と課題についてみずからの論理を形成できるようになる。海外の中小企業の定義やとらえ方も併せて学習

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界経済のなかで中小企業の果たす役割と可能性、 諸問題について、グローバルスケールで興味深いいくつかの理論、歴史、

実態を題材に講義する。授業時に行われるダイアローグ(対話)では、近くの学生同士による対話から一定時間内の仮説あるいは

暫定結論の提示を求め、授業に反映する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバル経済と中小企業 臥龍企業とは 

2. 世界の中小企業 定義・政策の国際比較(米・EU・中国) 

3. ファミリービジネスの世界 

4. 米国シリコンバレーの諸特徴とエコシステム 

5. イタリアの中小企業と 産業分水嶺 

6. 中国・大衆資本主義の台頭 

7. 産業クラスター 理論とシステム（米国シアトル） 

8. グローバルニッチトップ企業 

9. アジア大に広がる社会的分業構造 

10. グローバル人材と中小企業 

11. ユーザーイノベーションと中小企業 

12. リバースイノベーションと中小企業 

13. ソーシャルイノベーション：中小企業のソーシャルインパクト 

14. グローバル経済と 21 世紀中小企業 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備・事後学習の指示は、履修登録完了後に Blackboard 上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/授業時の「対話ワーク」の成果（リアペなど）(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし。ただし、適宜、重要な論文（フリー入手可能なもの）を Blackboard に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺幸男ほか、2013、『21 世紀中小企業論 第 3 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22009-6) 

2. 植田浩史ほか、2014、『中小企業・ベンチャー企業論』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-16431-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業資料等は Blackboard で提示する。毎回授業前に入手、印刷の上、持参することを勧める。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX171／生活経済論 

(Household Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉国家・福祉社会の変遷と日本の生活保障 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 奈穂美(SUZUKI NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 福祉国家・福祉社会の変遷の特徴を説明することができる。 

(2) 1980 年以降にみられた福祉国家の見直しと、その中ですすめられた日本のケアの在宅重視、民間の活用、有料化、多元

化、計画化等の特徴を説明することができる。 

(3) 2000 年以降の日本のくらしと家族を支える施策（積極的雇用施策や高齢者介護等）にみられる特徴を説明することができ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本の生活保障を福祉国家や福祉社会の姿と関連づけされていくことを目的とした講義である。第 1 のパートでは、福祉国家

の歴史と理念を解説していく。第 2 のパートでは、1980 年頃からの日本の福祉国家の見直し論とその中で進められた福祉サー

ビスの制度改革について講義していく。第 3 のパートでは、2000年以降に拡大しているテーマである介護保険施策、子育て支援

施策などの暮らしと家族の支援施策の動向を説明していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 福祉国家の萌芽期と拡大期の特徴 

3. 福祉国家の再調整期の特徴 

4. 福祉国家を支える理念１：資本主義、国民国家、市場的分配の論理 

5. 福祉国家を支える理念２：シティズンシップ、社会的連帯 

6. 戦後復興期と高度経済成長期の生活保障 

7. 日本型福祉社会論と第二次臨時行政調査会 

8. 福祉の供給システムの多様化 

9. 少子高齢社会の到来と福祉サービスの計画化、地方分権化 

10. 社会福祉基礎構造改革 

11. ケアの社会化と介護保険 

12. 介護保険の制度改正にみる福祉社会像の変化 

13. 社会的排除・包摂論と積極的雇用政策 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料や板書等に基づいた復習ノートを作成すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内の課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 圷洋一、2012、『福祉国家』、法律文化社 

2. 大沢真理、2007、『現代日本の生活保障システム』、岩波書店 

3. 大沢真理、2013、『生活保障ガバナンス』、有斐閣 

4. 厚生労働省、平成 24、『平成 24 年厚生労働白書』 

5. 齋藤純一、2004、『福祉国家／社会的連帯の理由』、ミネルヴァ書房 

6. 宮本太郎、2013、『生活保障の戦略－教育・雇用・社会保障をつなぐ』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BX172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX172／環境経済学１ 

(Ecological Economics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

環境問題を経済学的な視点から分析することの意義を学ぶとともに，環境に関する様々な政策課題を分析するために必要な基

礎的な力を身に付けることを目標とする。また，環境経済学の考え方に触れることで，論理的な思考力を養うことも目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境問題はほとんどの場合，人々の経済活動が原因で発生しており，その解決のためには経済と環境の関係について理解する

ことが必要不可欠となる。本講義では，経済学的な手法を用いて環境問題の分析を行う環境経済学を取り上げ，その一般的な

理論について学んでいく。また，講義では可能な限り具体的な環境問題や環境に関する政策的課題を取り上げ，環境経済学が

現実にどのように応用可能かについても紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境問題と経済学的分析の意義 

2. 経済学的手法の復習 

3. 市場の失敗と外部費用 1 

4. 市場の失敗と外部費用 2 

5. 交渉による問題の解決 コースの定理 

6. 汚染削減行動の分析 

7. 環境税・補助金政策の仕組み 

8. 排出権取引制度の仕組み 

9. 環境政策の選択 

10. 資源管理政策 1 再生可能資源 

11. 資源管理政策 2 非再生可能資源 

12. 環境評価 1 ヘドニック法，CVM 

13. 環境評価 2 費用便益分析 

14. 環境と貿易 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ミクロ経済学の入門レベルの内容をベースとした理論を扱うので，ミクロ経済学についての学習を行うことを推奨する。ただし，講

義内でもミクロ経済学の内容についての簡単な復習は行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用せず必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗山浩一・馬奈木俊介、『環境経済学をつかむ』、有斐閣 

2. 細田衛士・横山彰、『環境経済学』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX173／環境経済学２ 

(Ecological Economics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

具体的な環境問題を題材に，その政策的な課題を探るとともに，経済学的手法を用いてその課題を実践的に分析する手法を学

ぶことを目的とする。また，政策分析に経済学的手法を用いることの意義についても考えていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

公害問題，廃棄物問題，地球温暖化問題などの具体的な環境問題を取り上げ，その現状と課題を整理することに加え，それらの

問題を経済学的な手法を用いて分析する方法について学んでいく。また，講義では経済学の理論を実際の政策に応用する際の

課題についても検討する。なお，講義では限られた種類の環境問題を扱うが，本講義で学ぶ経済学的な考え方は他の環境問題

にも応用可能なものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 環境政策の目標と経済学的分析の意義 

2. 経済学的な考え方の復習 

3. 公共財としての環境 

4. 公害に学ぶ環境政策 1 イタイイタイ病 

5. 公害に学ぶ環境政策 2 熊本水俣病・新潟水俣病 

6. 公害に学ぶ環境政策 3 四日市ぜんそく 

7. 公害問題の経済学的分析 

8. 廃棄物管理政策の現状 

9. 廃棄物問題の経済学的分析 

10. 不適正処理問題の経済学的分析 

11. 地球温暖化問題と地球環境政策 

12. 地球温暖化問題の経済学的分析 

13. 環境問題と責任制度 

14. 環境法の経済学的分析 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ミクロ経済の入門レベルの知識をベースとした理論を扱うので，ミクロ経済学の復習を行うことを推奨する。ただし，講義内でも簡

単なミクロ経済学の内容の復習を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは使用せず必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 細田衛士、『環境経済学』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX174／文化経済学 

(Cultural Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
伊東 辰彦(ITO TATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芸術，文化活動の背景にある経済的原理の実態を探りつつ，これからの社会において芸術，文化と経済が共に発展し得る方法

を考え，人間生活におけるそれぞれの存在意義を自覚的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間社会における芸術，文化と経済活動との多様な関係について，テキストからの抜粋を読みながら講義をし，様々な視点から

の話題を提供する。その上で，学生諸君はグループ・ディスカッションに積極的に参加し，学年や男女の違い，互いの学問的興味

の違いとは無関係に，自由に意見を述べあうことで，このテーマ全体への関心と理解を深めて欲しい。また，自らの意見を主体的

に展開したレポートを書くことで，単に講義の内容を反復するのではなく，普段の生活のなかではつい見過しがちになる，社会に

おける自己の存在と芸術及び経済活動との関係を自覚的に意識することを促したい。こうした関係性の理解には本来広い知識と

体験が必要であり，決して簡単に結論の得られる課題ではないが， そうした作業を通して，文化経済学という比較的新しい学問

分野における様々な論点の可能性を発見し，また，この学問分野における学際的関心及び総合的理解の重要性を強調したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入，文献解題，「文化経済学研究の沿革」 

2. 「文化経済学の拓く世界」（A/序章）① 

3. 「文化経済学の拓く世界」（A/序章）② 

4. 「文化経済学の拓く世界」（A/序章）③ 

5. グループ・ディスカッション①，レポート①提出 

6. 「文化経済学の生成と発展」（A/第２章） 

7. 「文化産業と地域社会」（A/第３章） 

8. 「ボランティアの文化経済学」（A/第４章） 

9. グループ・ディスカッション②，レポート②提出 

10. 「芸術創造の経営学」（A/第５章） 

11. 「現代の企業経営とフィランソロピー」（A/第６章） 

12. 「文化政策の展開」（A/第７章） 

13. グループ・ディスカッション③，レポート③提出 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の前に，講義で扱う部分をよく読み，自分なりの論点を見つけてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(55%)/グループ・ディスカッション（３回）(15%)/1,200 字以上の小レポート （３回）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池上惇・植木浩・福原義春編、1998 年／４刷 2005 年、『文化経済学』、有斐閣 (ISBN:4-641-08624-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池上惇、1991、『文化経済学のすすめ』、丸善ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ 

2. 企業ﾒｾﾅ協議会編、1992-2000、『メセナ白書１９９１−２０００』、ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ社 

3. ﾎﾞｳﾓﾙ、W．J．,W．G．ﾎﾞｳｴﾝ著、池上惇、渡辺守章監訳、1994、『舞台芸術−芸術と経済のジレンマ』、芸団協出版部 

4. 文化経済学会編、1998、『文化経済学』 

5. ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ・ｽﾛｽﾋﾞｰ著、中谷武雄・後藤和子訳、2002、『文化経済学入門−創造性の探究から都市再生まで』、日本経済新聞社 

6. 上野征洋編、2002、『文化政策を学ぶ人のために』、世界思想社 

7. 伊藤裕夫、片山泰輔、小林真理、中川幾郎、山崎稔惠著、2004、『新訂アーツ・マネジメント概論』、水曜社 

a.（社）企業ﾒｾﾅ協議会編『なぜ、企業はメセナをするのか？−企業とパートナーを組みたいあなたへ』（ﾄﾗﾝｽｱｰﾄ、2000）b.（社）企

業メセナ協議会編『メセナマネジメント』（ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ社/2003）c.ｼﾞｮｱﾝ・ｼｪﾌ・ﾊﾞｰﾝｽﾀｲﾝ著、山本章子訳『芸術の売り方−劇場を満員

にするマーケティング』（英治出版/2007） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX175／流通経済論 

(Marketing and Distribution) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
流通の基礎理論と地域商業 

担当者名 

（Instructor） 
大熊省三（OKUMA SHOZO） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が近い将来、社会人としてビジネスの現場の最前線で活躍できるように、「流通経済論」の本質と将来動向を、明確に説明で

きるような社会人になってもらうことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

流通経済が用いる学術用語に慣れ、学問的体系と内容が説明できるようになる。 

経済専門誌等から、流通経済論上のテーマを選び出し、時事的に論じられるようにする。 

学生が興味ある地域商業を選んで、その活性化事業を分析できるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（流通経済論とは何か、講義の進め方、評価方法の説明） 

2. 流通とは(消費者･生産者と流通・商業） 

3. 百貨店と総合スーパー 

4. 食品スーパーと CVS 

5. ディスカウント･ストアと SPA 

6. 商店街と郊外型大型ショッピングセンター 

7. 流通構造 

8. 地域商業の実態 

9. 地域商業活性化事業①（北海道、東北） 

10. 地域商業活性化事業②(関東、中部） 

11. 地域商業活性化事業③(関西、九州）) 

12. コンパクトシティーについて 

13. 商業集積の存続メカニズム 

14. 生産と流通 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生が、教科書、シラバスの内容についてプレゼンテーションをする。 

学生のプレゼンテーションを聞いて内容を理解し、質問ができるように事前勉強をしてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業参加意欲、出席状況、課題提出、プレゼンテーション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石原武政、竹村正明、2009、『1 からの流通論』、中央経済者 (97845022662508) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX176／流通政策論 

(Marketing and Distribution Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域流通の再生（TMO からコンパクトシティ） 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 省三（OKUMA SHOZO） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が近い将来、社会人としてビジネスの現場の最前線で活躍できるように、「流通政策論」の本質と将来動向を、明確に説明で

きるような社会人になってもらうことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

流通政策が用いる学術用語に慣れ、学問的体系と内容が説明できるようになる。 

経済専門誌等から、流通政策論上のテーマを選び出し、時事的に論じられるようにする。 

学生が興味ある地域商業を選んで、その活性化事業を分析できるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（流通政策論とは何か、講義の進め方、評価方法の説明） 

2. 流通政策とは(取引慣行） 

3. 流通系列化 

4. ロジスティックス 

5. 商業者の行動 

6. 商業集積のメカニズム 

7. 生産と流通 

8. 独占禁止法、景品表示法を事例から考える 

9. 独占禁止法と景品表示法①（独占禁止法事例） 

10. 独占禁止法と景品表示法②（景品表示法事例） 

11. まちづくり三法の意義 

12. TMO からコンパクトシティー 

13. コンパクトシティ事例発表 

14. 商業集積の存続メカニズム 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生が、教科書、シラバスの内容についてプレゼンテーションをする。 

学生のプレゼンテーションを聞いて内容を理解し、質問ができるように事前勉強をしてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業参加意欲、出席状況、課題提出、プレゼンテーション(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石原武政、竹村正明、2009、『1 からの流通論』、中央経済者 (97845022662508) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX177／労働経済論１ 

(Labor Economics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の雇用システムを理解する 

担当者名 

（Instructor） 
首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

労働経済に関する学問的基礎知識を習得し，日本の雇用システムを理論的かつ構造的に把握する能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，歴史，制度と政策，国際比較の三つの観点を重視しながら，労働経済について体系的に論じる。この三つの観点か

ら雇用関係を概括的に捉えた上で，日本的雇用システムの特徴と変容を軸に据え，労働市場，雇用と失業，賃金，キャリア形

成， 労働時間，労働組合を個別に分析していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：労働経済論を学ぶ意義を考える。 

2. 「働く」とは何か？：人はなぜ働くのか。ベーシック・インカム論とアクティベーション政策。 

3. 雇用関係と制度①：企業の役割、労働組合の役割、政府の役割。 

4. 雇用関係と制度②：「使用者」とは誰か。「労働者」とは誰か。 

5. 日本の雇用システムと海外の雇用システム：日本の雇用の特徴と、それが形成されてきた過程。 

6. 労働災害と労働力商品：労働力商品の特殊性。 

7. 雇用と失業①：失業の実態と失業に関わる法律と制度。 

8. 雇用と失業②：解雇規制をどう考えるか。 

9. 雇用と失業③：失業に関わる労働経済学の理論。 

10. 賃金①：日本の昇進と賃金の特徴。 

11. 賃金②：賃金はどのように決まるのか。賃金格差はなぜ生まれるのか。 

12. 賃金③：賃金制度の内実。低金銀問題。 

13. 労働時間①：長時間労働問題。なぜ日本人の労働時間は長いのか。 

14. 労働時間②：労働時間の歴史と制度。労働時間は短くなってきたか。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義のなかで適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/出席およびリアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで，参考文献を適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で，映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX178／労働経済論２ 

(Labor Economics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代の労働問題を考える 

担当者名 

（Instructor） 
首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の労働経済の現状を認識し，学問的な方法に基づいて多面的に分析する能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，労働経済論１で習得した労働に関わる理論、歴史、制度などの知識を前提に、労働をめぐる現代的な課題を具体的

に取り上げ、検討していく。最初に、社会経済構造と労働政策・制度の変化について考察したうえで，雇用形態の多様化，女性労

働，若年者・高齢者雇用など，現代日本の労働経済に関する重要な論点を，統計データや実態調査にも言及しながら論じてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：非正規雇用はなぜ増えてきたのか？非正規雇用はなぜ社会問題となってきたのか？ 

2. 社会経済構造の変化；かつての日本の雇用のあり方と、今の日本の雇用のあり方には、どのような違いがあり、いかなる

共通点があるか。 

3. 雇用形態の多様化①：派遣労働を考える。派遣労働の課題はどこにあるのか。 

4. 雇用形態の多様化②：パートタイム労働を考える。最大規模の非正規労働者の働き方はどのようなものか。 

5. 雇用形態の多様化③：契約社員、有期雇用を考える。 

6. 女性労働①：雇用均等に関する政策と制度の変遷。 

7. 女性労働②：女性は差別されているか？経済学の理論に基づく検証。 

8. 女性労働③：男女の格差は縮小してきたのか？そのための道筋を描けるか。 

9. 少子化とワーク・ライフ・バランス：なぜ少子化が進むのか。少子化対策は、どこまで有効なのか？ 

10. 若年雇用①：若年の非正規雇用労働者、正規雇用労働者の実態。 

11. 若年雇用②：日本の若年雇用の特徴。労働政策における若者の位置づけの国際比較。 

12. グローバル化と労働①：海外の労働者は、私たちの労働とどう関係しているのか？ 

13. グローバル化と労働②：グローバル企業の海外雇用の実態。 

14. グローバル化と労働③：国際労働基準と国際労働運動。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義のなかで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/出欠およびリアクションペーパー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

講義のなかで，参考文献を適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で，映像資料や現物資料なども適宜活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／社会開発論 

(Social Development) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 優子(ISHI YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX179 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会開発論の理論とその潮流を理解した上で、発展途上国が直面する社会開発の諸課題を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、発展途上国の経済成長に主眼を置いた既存の経済開発に対して、途上国の人々の生活および社会を改善するた

めの新たな分析手法として誕生した社会開発について、その理論的潮流を考察した上で、実際の発展途上国が直面している主

要な諸課題を取り扱う。その際、より具体的な事例を紹介し、学生の理解を深めたいと考える。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 社会開発とは 

3. 「開発」の潮流と社会開発 

4. 社会開発論の系譜 

5. 貧困と格差 

6. 教育と児童労働 

7. 健康と医療 

8. リプロダクティブヘルス 

9. マイクロファイナンス 

10. 住民の参加と組織化 

11. 行政の役割と能力 

12. 市民社会と企業の役割 

13. 社会開発の課題と展望 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指定せず、必要に応じて指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席、リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、必要に応じて資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定せず、必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX182／農業経済論 

(Agricultural Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農業の現状と課題について基礎的知識を身につけるとともに，食料需給や農産物貿易等の｢農｣と｢食｣をめぐる社会経済問題を

経済学的視点から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

食料の需給問題とそれをふまえた農産物貿易の理論や農産物市場の特質について,また農業に特徴的な生産要素である土地と

労働について,また食品産業の発展と食品安全をめぐる諸課題について講義する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 農業経済の課題 

2. 世界の農業と食料問題 

3. 農産物貿易の経済理論と農業保護（１） 

4. 農産物貿易の経済理論と農業保護（２） 

5. 食料の需要と供給（１） 

6. 食料の需要と供給（２） 

7. 経済発展と日本農業 

8. 日本農業の担い手 

9. 日本農業と農地 

10. 農業と資源保全 

11. 農業と環境保全 

12. 日本農業と農産物流通 

13. フードシステムと食品安全（１） 

14. フードシステムと食品安全（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard で事前に講義内容を確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 生源寺眞一、2011、『日本農業の真実』、筑摩書房 (ISBN:978-4480066084) 

2. 田代洋一、2012、『農業・食料問題入門』、大月書店 (ISBN:978-4272140602) 

3. 荏開津典生・鈴木宣弘、2015、『農業経済学 第 4 版』、岩波書店 (ISBN:978-4000289177) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX183／農業政策論 

(Agricultural Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農業政策の対象範囲は,食料生産・需給政策にくわえて,今日では資源・環境保全政策,地域振興政策, 食品安全政策など多岐に

およぶ｡現代の農業政策の概要と課題について国際的視野から理解する｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

農政改革の柱である農業政策，資源・環境保全や条件不利地域等の農村振興政策，さらに農産物貿易と食料安全保障，食品安

全・規格基準等に関する政策・諸制度について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代の農政改革の課題 

2. 貿易政策と食料安全保障 

3. 農産物貿易と国境措置 

4. 日本農業と資源保全政策（１） 

5. 日本農業と資源保全政策（２） 

6. 農業の多面的機能と地域社会 

7. 農業と環境保全（１） 

8. 農業と環境保全（２） 

9. 米国の農業政策（１） 

10. 米国の農業政策（２） 

11. EU の共通農業政策（１） 

12. EU の共通農業政策（２） 

13. 食品安全政策と国際化（１） 

14. 食品安全政策と国際化（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard で事前に講義内容を確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 生源寺眞一、2011、『日本農業の真実』、筑摩書房 (ISBN:978-4480066084) 

2. 田代洋一、2012、『農業・食料問題入門』、大月書店 (ISBN:978-4272140602) 

3. 荘林幹太郎ほか、2012、『世界の農業環境政策』、農林統計協会 (ISBN:978-4541037985) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX184／都市政策論１ 

(Urban and Regional Policy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市と地域の経済学 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市経済学の理論を用いて都市の成り立ちを理解するとともに、現実の都市をとりまく複雑な問題を把握し、各種の都市政策が

及ぼす効果を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

我々が消費者として生活するとともに仕事などを通じて生産活動に従事する「都市」は、距離や方向を持つ空間として現実の社会

に目に見える形で存在している。この授業では経済主体どうしが互いに近接することによる地域的な「集積」である都市が持つ意

味を、経済学の理論に基づいて解説する。また、人やモノの移動にかかる費用や集積することによる効用が、企業や家計の立地

選択を通じてどのように都市空間の形成に寄与しているのかを理解し、様々な都市政策が私たちの生活に与える影響を考察で

きるようになることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ都市が存在するのか（1） 規模の経済・集積の経済 

2. なぜ都市が存在するのか（2） 輸送・移動費用と立地 

3. なぜ都市が存在するのか（3） 人材の集積の利益と生産性 

4. 都市空間構造の分析（1） 経済学における都市「空間」の考え方 

5. 都市空間構造の分析（2） 通勤費用と住宅立地 

6. 都市空間構造の分析（3） 住宅の供給 

7. 都市空間構造の分析（4） 人口の分布と移動 

8. 都市空間構造の分析（5） 都市間移住と競争 

9. 都市空間モデルの拡張（1） 都市圏内の所得格差 

10. 都市空間モデルの拡張（2） さまざまな交通機関、都心と副都心 

11. スプロールと都市計画（1）都市における市場の失敗 

12. スプロールと都市計画（2）土地利用規制 

13. 混雑の経済学（1）道路渋滞と満員電車 

14. 混雑の経済学（2）混雑解消の経済的手法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・ミクロ経済学の基本的事項を習得していることが望ましいが、授業内で基礎から解説する。 

・リアクション・ペーパーは課題を事前に課し、次回授業までに解答を考えてくることを求めることがある。 

・復習として演習問題を課し、筆記試験の範囲に含める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内で課すリアクション・ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Brueckner, Jan K.. 2011. <I>Lectures on Urban Economics</I>. The MIT Press (ISBN:978-0-262-01636-0) 

参考文献の Brueckner(2011）が実質的なテキストであるが、日本語の資料を必要に応じて配布するので購入する必要はない。 

 

参考文献（Readings） 

1. バージニア・リー・バートン、1954、『ちいさいおうち』、岩波書店 (ISBN:978-4001151060) 

2. エドワード・グレイザー著、山形浩生訳、2012、『都市は人類最高の発明である』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-4279-4) 

3. 佐藤泰裕、2014、『都市・地域経済学への招待状 』、有斐閣 (ISBN:978-4641150096) 

4. 黒田達朗・田渕隆俊・中村良平、2008、『都市と地域の経済学［新版］』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-18371-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BX185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX185／都市政策論２ 

(Urban and Regional Policy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市政策の経済分析 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現実の都市が直面する課題を経済学の考え方を用いて的確にとらえ、よりよい都市環境・都市社会をつくるための政策や行動を

自分で考えることができるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「都市政策論 1」で学ぶ都市のメカニズムの理解の上に立ち、現実の都市問題を理解し分析する。前半では住宅の市場と国内・

海外の住宅政策の考え方と違いを学ぶ。後半では特に住環境と生活の質に関わる問題を理解し、具体的な政策とその評価を考

察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 住宅の市場（1） 都市家計と住宅の需要 

2. 住宅の市場（2） 持ち家か？賃貸か？ 

3. 住宅の市場（3） 経済政策と家計の住宅選択行動 

4. 住宅政策（1） 住宅取得補助、家賃規制、公的住宅供給 

5. 住宅政策（2） 空き家はなぜ生まれるのか、なぜ問題か 

6. 地域公共財（1） 道路、公園緑地、下水道などの役割 

7. 地域公共財（2） 地域間競争と「足による投票」 

8. 地域公共サービス（1） 清掃、保育所、教育、福祉と政府の役割 

9. 地域公共サービス（2） 都市居住世帯の居住地選択 

10. 生活の質（クオリティ・オブ・ライフ）と都市環境汚染（1） 

11. 生活の質（クオリティ・オブ・ライフ）と都市環境汚染（2） 

12. 都市犯罪と地域の安全 

13. 都市生活の質を測る（1） 環境評価の方法（ヘドニック価格法、CVM） 

14. 都市生活の質を測る（2） 住生活と都市アメニティ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・ミクロ経済学の基礎的事項と、「都市政策論 1」の内容を理解していることが望ましい。 

・リアクションペーパーの課題を事前に課し、次回の授業までに解答を考えておくことを求めることがある。 

・復習として演習問題を課し、この内容を試験範囲に含める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内で課すリアクション・ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いず、授業内で必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Brueckner, Jan K.. 2011. <I>Lectures on Urban Economics</I>. The MIT Press (ISBN:978-0-262-01636-0) 

2. 牧野知弘、2014、『空き家問題』、祥伝社新書 (ISBN:978-4396113711) 

3. エンリコ・モレッティ著、池村千秋訳、2014、『年収は「住むところ」で決まる―雇用とイノベーションの都市経済学』、プレジデント

社 (ISBN:978-4833420822) 

4. スティーブン・レヴィット、スティーブン・ダブナー著、望月衛訳、2007、『ヤバい経済学 [増補改訂版]』、東洋経済新報社 

(ISBN:978-4492313787) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX186／比較公共政策論１ 

(Comparative Public Policy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較的観点からみた「国土強靱化」 

担当者名 

（Instructor） 
デウィット，Ａ．(DEWIT,ANDREW) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代比較公共政策を政治経済として理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較公共政策論の授業においては，民間（企業，個人など）部門では対応できない公的な課題に対し，公共（中央・地方政府な

ど）部門が計画・実行する政策の目的や政策決定の過程，決定に関わるアクターなどを政治経済学的な視点から分析する。現在

の環境・エネルギー危機を背景に諸先進国の公共部門による対策を比較分析し，制度化されつつある緩和策及び適応策も検討

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 政治経済学と比較公共政策論とは何か？ 

2. 環境・エネルギー危機：緩和策及び適応策 

3. 「国土強靱化」とは何か？ 

4. 「防災環境都市」とは何か？ 

5. 「超スマート社会」とは何か？ 

6. 国の取り組み／総務省，経済産業省，国土交通省，環境省 

7. 自治体の取り組み／静岡県 

8. 公的機関の取り組み／ＮＥＤＯ 

9. 先進企業の取り組み：ソフトバンク 

10. 先進企業の取り組み：明電舎 

11. 自治体の取り組み／東京都 

12. 自治体の取り組み／神奈川県 

13. 自治体の取り組み／埼玉県 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木孝夫監修、2016、『スーパースマートインフラ革命』、辞表者 (ISBN:978-4-88339-230-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

地域強靱化計画 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/tiiki.html 

国土強靱化関係予算 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/yosan.html 

ナショナル・レジリエンス(防災・減災)懇談会資料 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/resilience/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BX187 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX187／比較公共政策論２ 

(Comparative Public Policy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較的観点からみた「国土強靱化」 

担当者名 

（Instructor） 
デウィット，Ａ．(DEWIT,ANDREW) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代比較公共政策を政治経済として理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較公共政策論 2 の授業においては，民間（企業，個人など）部門では対応できない公的な課題に対し，公共（中央・地方政府な

ど）部門が計画・実行する政策の目的や政策決定の過程，決定に関わるアクターなどを政治経済学的な視点から分析する。現在

の環境・エネルギー危機を背景に諸先進国の公共部門による対策を比較分析し，制度化されつつある緩和策及び適応策も検討

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エネルギー危機：緩和策及び適応策 

2. コンパクトシティ・プラス・ネットワーク 

3. コンパクトシティ・プラス・ネットワーク２ 

4. 災害に強いスマートシティ 

5. 災害に強いスマートシティ２ 

6. ネットワークとして熱供給システム 

7. ネットワークとして熱供給システム２ 

8. ネットワークとダム再生ビジョン 

9. ネットワークとダム再生ビジョン２ 

10. 超スマート社会と ICT・IoT 

11. 超スマート社会と ICT・IoT2 

12. 新エネルギーとして注目されている水素エネルギー 

13. 新エネルギーとして注目されている水素エネルギー２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木孝夫監修、2016、『スーパースマートインフラ革命 Vol.4 ―自治体インフラのスマートネットワーク構想―』、辞表者 

(ISBN:978-4-88339-230-8) 

コンパクト・プラス・ネットワークのモデル都市 

http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000039.html 

協会誌「熱供給」 

http://www.jdhc.or.jp/publications/ 

ダム再生ビジョン 

http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo05_hh_000029.html 

東京都「3 つのシティ」の実現に向けた政策の強化(平成 30 年度) 

http://www.seisakukikaku.metro.tokyo.jp/actionplan_for_2020/kyouka/kyouka0.pdf 

第 2 次エコタウンえどがわ推進計画 

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/goikentoiawase/comment/koubo/eco_town.files/eco_town.pdf 

 

参考文献（Readings） 

1. 波形克彦 小林勇治、2016、『地方創生とエネルギーミックス』、同友館 (ISBN:978-4496052187) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX190 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX190／国際経済論 

(International Economy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経済を見る目 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX190：1 年 BX192：2～4 年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済活動のグローバル化を多面的に理解する手がかりとして、様々な認識方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日、世界の各国、各地域の経済は、国境を越える財、サービス、資本、人の移動を通じて相互依存関係を深めている。本講義

では、グローバル化する経済活動を理解するために、（1）国際経済論の基礎を学び、（2）世界各地、各種の基礎的なデータへの

アクセス方法を確認し、（3）世界経済を支えている WTO、IMF、G7、G20 等の役割、及び国家の経済政策への影響に関する基礎

知識を習得し、（4）最後に、日々刻々と変化する世界経済について独力で考えるための手がかりとして、国際経済に関する諸説

を概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバルな相互依存と国際分業の利益・課題 

2. 比較生産費説と貿易の利益 

3. 規模の経済性と産業内貿易 

4. グローバル化と貿易政策 

5. 国際資本移動－間接投資と直接投資が国家や地域に与える影響 

6. 国際収支表から見えるもの 

7. 国際収支と為替レート 

8. 経済開発と新たな経済指標（HDI＝人間開発指数） 

9. 世界各国、各地域の経済データを調べてみよう（レポート課題あり） 

10. 通商ガバナンスと国際機構：マーケットアクセスからルールへ 

11. 経済統合 

12. 大局的な視点と企業の視点：世界システム論、国と地域の競争優位 

13. 市場と制度の相互補完から考える視点：国際政治経済学 

14. 経済地理学の視点：市場・国家・都市と産業集積 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：講義資料は、ブラックボードで配布するので、各自で印刷して目を通してから授業に参加すること。 

復習：講義資料と授業時に紹介する参考資料で復習すること。 

進んだ学習：第 9 回の授業で詳しく紹介するが、国際機構（WTO、IMF、世界銀行、OECD、UNCTAD、IEA、ILO、EU、EBRD 等）の

資料は無料でダウンロードして読めるものがたくさんある。世界各地の経済問題について、自分で調べてみよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート課題(25%)/出席および授業参加度(15%) 

第 9 回の講義に関連したレポートを課し、ブラックボードで提出してもらう予定。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋 信弘、2015、『国際経済学入門 改訂第 2 版 -グローバル化と日本経済 改訂第 2 版』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-

4779509230) 

2. 阿部 清司, 石戸 光、2008、『相互依存のグローバル経済学』、明石書店 (ISBN:978-4750328898) 

3. ダニ・ロドリック、2013、『グローバリゼーション・パラドクス: 世界経済の未来を決める三つの道』、白水社 (ISBN:978-

4560082768) 

4. 石川城太他、2013、『国際経済学をつかむ 第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641177192) 

5. Johon G. Ruggie. 2008. <I>Embedding Global Markets: An Enduring Challenge</I>. Routledge (ISBN:978-0754674542) 

6. Alan Cafruny, Leila Talani, Gonzalo Pozo Martin. 2016. <I>The Palgrave Handbook of Critical International Political 
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Economy</I>. Palgrave Macmillan (ISBN:978-1137500175) 

7. Thijs Van de Graaf, Benjamin K. Sovacool, Arunabha Ghosh, Florian Kern, Michael T. Klare. 2016. <I>The Palgrave Handbook 

of Critical International Political Economy of Energy</I>. Palgrave Macmillan (ISBN:978-1137556301) 

蓮見雄「グローバル経済ガバナンス問題と国際機構・EU―｢市場との対話｣と｢市民社会との対話｣の両立は可能か―」『慶應法

学』第 5 号、2006 年。 

http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/image.php/AA1203413X-20060515-0155.pdf?file_id=14544 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX191／世界経済論 

(International Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界－国家－地域の関連を複眼的に見る 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX191：1 年 BX193：2～4 年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済活動のグローバル化と大きな格差を伴った不均質な世界経済を理解する力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日、たとえ一国一地域のローカルな問題であっても、世界経済との関係を抜きに理解することは難しい。また国家の経済政策

や社会政策も、経済活動のグローバル化への適応を迫られ、変容し始めている。本講義では、ヨーロッパに焦点を定めつつ、国

境を越えた都市・地域間ネットワーク形成という視点を織り込みながら、世界経済の変化について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 不均質な世界とグローバル・シフト 

2. 資本移動とグロ－バル生産ネットワーク 

3. グローバル・アクターとしてのヨーロッパ 

4. 国際分業におけるヨーロッパの諸国と諸地域 

5. グローバルな人の移動とヨーロッパ 

6. グローバル・ネットワークにおける都市 

7. ビジネス・サービスと都市 

8. 金融資本主義の時代とユーロ 

9. メガリージョンの時代：TPP、TTIP、RCEP、日 EU・EPA等 

10. 経済統合のツールボックスとしての EU 

11. グローバル経済におけるヨーロッパ 

12. 開発・体制転換と国際機構：IMF、世界銀行、EU 

13. エネルギーは「武器」か「商品」か、それとも「呪い」か？ 

14. 社会問題のグローバル化、持続可能性（sustainability)、説明責任（accountability）:多国籍企業と市民社会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：講義資料は、ブラックボードで配布するので、各自で印刷して目を通してから授業に参加すること。 

復習：講義資料と授業時に紹介する参考資料で復習すること。 

 

参考文献として、特に P. Dicken, Global Shift, 7th edition（Guilford Pr., 2015）推奨する.深く学びたい学生は、同文献を参照するこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(85%)/出席および授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

2018 年 7 月 28 日付変更（変更理由：発刊の遅延のため） 

【変更前の記載内容】 

著者名：K. ペイン・G. ハム編、蓮見雄・細矢浩志・高﨑春華訳 

書籍名：グローバル化の中で変わりゆく都市・地域間関係（仮） 

出版社：明石書店 

出版年：2018 年予定 

その他：なお、テキストは、2018年 9 月刊行予定である。 

 

参考文献（Readings） 

1. P. Dicken. 2015. <I>Global Shift, 7th edition</I>. Guilford Pr. (ISBN:978-1462519552) 

2. 牧野 裕、紺井 博則、 上川 孝夫、2017、『複合危機 ゆれるグローバル経済』、日本経済評論社 (ISBN:9784818824829) 

3. ジョン・ジェラルド・ラギー、2014、『正しいビジネス――世界が取り組む「多国籍企業と人権」の課題』、岩波書店 (ISBN:978-

4000259767) 
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4. 杉本 侃編、2016、『北東アジアのエネルギー安全保障 東を目指すロシアと日本の将来』、日本評論社 (ISBN:978-

4535558472) 

5. 蓮見雄編、2009、『拡大する EU とバルト経済圏の胎動』、昭和堂 (ISBN:978-4812208687) 

6. 田中 恭子、2017、『グローバリゼーションの地理学』、時潮社 (ISBN:9784788807211) 

7. OECD、2017、『地図でみる世界の地域格差 ＯＥＣＤ地域指標 都市集中と地域発展の国際比較 ２０１６年版』、明石書店 

(ISBN:9784750344881) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

世界経済評論 IMPACT http://www.world-economic-review.jp/impact/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BX192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX192／国際経済論 

(International Economy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際経済を見る目 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX190：1 年 BX192：2～4 年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済活動のグローバル化を多面的に理解する手がかりとして、様々な認識方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日、世界の各国、各地域の経済は、国境を越える財、サービス、資本、人の移動を通じて相互依存関係を深めている。本講義

では、グローバル化する経済活動を理解するために、（1）国際経済論の基礎を学び、（2）世界各地、各種の基礎的なデータへの

アクセス方法を確認し、（3）世界経済を支えている WTO、IMF、G7、G20 等の役割、及び国家の経済政策への影響に関する基礎

知識を習得し、（4）最後に、日々刻々と変化する世界経済について独力で考えるための手がかりとして、国際経済に関する諸説

を概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グローバルな相互依存と国際分業の利益・課題 

2. 比較生産費説と貿易の利益 

3. 規模の経済性と産業内貿易 

4. グローバル化と貿易政策 

5. 国際資本移動－間接投資と直接投資が国家や地域に与える影響 

6. 国際収支表から見えるもの 

7. 国際収支と為替レート 

8. 経済開発と新たな経済指標（HDI＝人間開発指数） 

9. 世界各国、各地域の経済データを調べてみよう（レポート課題あり） 

10. 通商ガバナンスと国際機構：マーケットアクセスからルールへ 

11. 経済統合 

12. 大局的な視点と企業の視点：世界システム論、国と地域の競争優位 

13. 市場と制度の相互補完から考える視点：国際政治経済学 

14. 経済地理学の視点：市場・国家・都市と産業集積 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：講義資料は、ブラックボードで配布するので、各自で印刷して目を通してから授業に参加すること。 

復習：講義資料と授業時に紹介する参考資料で復習すること。 

進んだ学習：第 9 回の授業で詳しく紹介するが、国際機構（WTO、IMF、世界銀行、OECD、UNCTAD、IEA、ILO、EU、EBRD 等）の

資料は無料でダウンロードして読めるものがたくさんある。世界各地の経済問題について、自分で調べてみよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート課題(25%)/出席および授業参加度(15%) 

第 9 回の講義に関連したレポートを課し、ブラックボードで提出してもらう予定。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋 信弘、2015、『国際経済学入門 改訂第 2 版 -グローバル化と日本経済 改訂第 2 版』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-

4779509230) 

2. 阿部 清司, 石戸 光、2008、『相互依存のグローバル経済学』、明石書店 (ISBN:978-4750328898) 

3. ダニ・ロドリック、2013、『グローバリゼーション・パラドクス: 世界経済の未来を決める三つの道』、白水社 (ISBN:978-

4560082768) 

4. 石川城太他、2013、『国際経済学をつかむ 第 2 版』、有斐閣 (ISBN:978-4641177192) 

5. Johon G. Ruggie. 2008. <I>Embedding Global Markets: An Enduring Challenge</I>. Routledge (ISBN:978-0754674542) 

6. Alan Cafruny, Leila Talani, Gonzalo Pozo Martin. 2016. <I>The Palgrave Handbook of Critical International Political 
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Economy</I>. Palgrave Macmillan (ISBN:978-1137500175) 

7. Thijs Van de Graaf, Benjamin K. Sovacool, Arunabha Ghosh, Florian Kern, Michael T. Klare. 2016. <I>The Palgrave Handbook 

of Critical International Political Economy of Energy</I>. Palgrave Macmillan (ISBN:978-1137556301) 

蓮見雄「グローバル経済ガバナンス問題と国際機構・EU―｢市場との対話｣と｢市民社会との対話｣の両立は可能か―」『慶應法

学』第 5 号、2006 年。 

http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/image.php/AA1203413X-20060515-0155.pdf?file_id=14544 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX193 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX193／世界経済論 

(International Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界－国家－地域の関連を複眼的に見る 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX191：1 年 BX193：2～4 年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済活動のグローバル化と大きな格差を伴った不均質な世界経済を理解する力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日、たとえ一国一地域のローカルな問題であっても、世界経済との関係を抜きに理解することは難しい。また国家の経済政策

や社会政策も、経済活動のグローバル化への適応を迫られ、変容し始めている。本講義では、ヨーロッパに焦点を定めつつ、国

境を越えた都市・地域間ネットワーク形成という視点を織り込みながら、世界経済の変化について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 不均質な世界とグローバル・シフト 

2. 資本移動とグロ－バル生産ネットワーク 

3. グローバル・アクターとしてのヨーロッパ 

4. 国際分業におけるヨーロッパの諸国と諸地域 

5. グローバルな人の移動とヨーロッパ 

6. グローバル・ネットワークにおける都市 

7. ビジネス・サービスと都市 

8. 金融資本主義の時代とユーロ 

9. メガリージョンの時代：TPP、TTIP、RCEP、日 EU・EPA等 

10. 経済統合のツールボックスとしての EU 

11. グローバル経済におけるヨーロッパ 

12. 開発・体制転換と国際機構：IMF、世界銀行、EU 

13. エネルギーは「武器」か「商品」か、それとも「呪い」か？ 

14. 社会問題のグローバル化、持続可能性（sustainability)、説明責任（accountability）:多国籍企業と市民社会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：講義資料は、ブラックボードで配布するので、各自で印刷して目を通してから授業に参加すること。 

復習：講義資料と授業時に紹介する参考資料で復習すること。 

 

参考文献として、特に P. Dicken, Global Shift, 7th edition（Guilford Pr., 2015）推奨する.深く学びたい学生は、同文献を参照するこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(85%)/出席および授業参加度(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

2018 年 7 月 28 日付変更（変更理由：発刊の遅延のため） 

【変更前の記載内容】 

著者名：K. ペイン・G. ハム編、蓮見雄・細矢浩志・高﨑春華訳 

書籍名：グローバル化の中で変わりゆく都市・地域間関係（仮） 

出版社：明石書店 

出版年：2018 年予定 

その他：なお、テキストは、2018年 9 月刊行予定である。 

 

参考文献（Readings） 

1. P. Dicken. 2015. <I>Global Shift, 7th edition</I>. Guilford Pr. (ISBN:978-1462519552) 

2. 牧野 裕、紺井 博則、 上川 孝夫、2017、『複合危機 ゆれるグローバル経済』、日本経済評論社 (ISBN:9784818824829) 

3. ジョン・ジェラルド・ラギー、2014、『正しいビジネス――世界が取り組む「多国籍企業と人権」の課題』、岩波書店 (ISBN:978-

4000259767) 
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4. 杉本 侃編、2016、『北東アジアのエネルギー安全保障 東を目指すロシアと日本の将来』、日本評論社 (ISBN:978-

4535558472) 

5. 蓮見雄編、2009、『拡大する EU とバルト経済圏の胎動』、昭和堂 (ISBN:978-4812208687) 

6. 田中 恭子、2017、『グローバリゼーションの地理学』、時潮社 (ISBN:9784788807211) 

7. OECD、2017、『地図でみる世界の地域格差 ＯＥＣＤ地域指標 都市集中と地域発展の国際比較 ２０１６年版』、明石書店 

(ISBN:9784750344881) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

世界経済評論 IMPACT http://www.world-economic-review.jp/impact/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BX194 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX194／ＥＵ経済論 

(Structure of EU Economy) 

担当者名 

（Instructor） 
漆畑 春彦(URUSHIBATA HARUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、欧州連合（EU）の経済に係る歴史・現状・将来展望について、具体的な事実や統計資料等を通じて考察する。特に

EU の経済・金融状況、通貨統合を、1970 年代から 2000 年代の世界経済の報告制を踏まえながら理解することを目標とする。   

 

授業の内容（Course Contents） 

第 2 次世界大戦後、経済統合を基盤に復興・発展をとげた欧州であるが、2000 年代には、経済統合特有の要因から生じる諸問

題が顕在化している。そのことを意識しながら、地域・経済統合の背景、経済・通商・農業・通貨といった政策、近年の世界金融危

機と欧州債務危機への発展、EU 経済の今後の展望などを、統計資料に基づきできる限り具体的かつ実証的に検討する。EU 経

済全体を概観した後、さらに後半には、欧州の主要各国に関する経済状況や課題などについて検討する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要 

2. EU の政治・非政治機関と立法、関税同盟と単一市場   

3. EU の共通政策 

4. EU の財政政策   

5. EU の通貨協力、通貨統合  

6. 通貨統合の諸問題   

7. EU の経済政策、経済の構造的不均衡 

8. EU の産業、産業政策   

9. EU の金融システム、金融危機以降の金融制度改革 

10. ドイツと EU 経済   

11. 英国、フランスと EU 経済 

12. 北欧諸国、中東欧諸国と EU 経済 

13. 世界金融危機と EU の経済・金融 

14. 地域統合と EU の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(10%)/出席及び授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中素香・長部重康・久保広正・岩田健治、2011、『現代ヨーロッパ経済』、現代ヨーロッパ経済 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX195／地域経済統合論 

(Theory of Regional Economic Integration) 

担当者名 

（Instructor） 
漆畑 春彦(URUSHIBATA HARUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、「ベラ・バラッサの地域統合論」など地域経済統合に関する理論を共有した上で、欧州、北米・南米、アジア・環太平

洋地域で展開される地域経済統合、環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）に象徴される大規模な自由貿易協定について、その

背景とともに主要な論点を学習する。これにより、履修者の国際経済、国際貿易、開発経済、地域経済統合や経済グローバル化

に関する理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1995 年の世界貿易機関（WTO）の設立以降、全世界で貿易自由化への取組みが進められている。一方、それを先取りする形

で、特定国・地域間で自由貿易協定(FTA）を結び、国家間や域内貿易を自由化する動きが顕在化している。この地域経済統合は

1980 年代に始まり 1990 年代に加速した。本講義では、欧州（ＥＵ）、北米（NAFTA）、南米（南米共同市場）、アジア・環太平洋

（AFTA、ANZCER）地域において展開される主要な地域経済統合の背景・経緯、内容、効果、現状と展望を、詳細な統計資料を

通じて検討する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要   

2. 地域経済統合論の展開、特にベラ・バラッサの地域統合論について 

3. 欧州地域の経済統合：EU（1）   

4. 欧州地域の経済統合：EU（2）   

5. 欧州地域の経済統合：EU（3）   

6. 北米地域の経済統合：NAFTA（1）   

7. 北米地域の経済統合：NAFTA（2）   

8. アジア地域の経済統合：ASEAN/AEC（1）   

9. アジア地域の経済統合：ASEAN/AEC（2）   

10. 南米地域の経済統合：南米共同市場   

11. 環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）   

12. 各地域経済統合と評価・相関性  

13. 地域統合と地域主義 

14. わが国経済と地域経済統合の展望   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/最終レポート(Final Report)(10%)/出席及び授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田隆子・中村民雄ほか 、2010、『地域統合とグローバル秩序  』、信山社 

2. 羽場久美子、2012、『グローバル時代のアジア地域統合――日米中関係と TPPのゆくえ  』、岩波ブックレット  

毎回レジュメを配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX197 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX197／ＮＰＯ論 

(Peace Studies on Non-Profit Organizations (NPOs)) 

担当者名 

（Instructor） 
壽賀 一仁(SUGA KAZUHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日の社会で大きな役割を担うに至った NPO（非営利組織）について、歴史と現状を学び、現代社会の他のセクター（行政、企

業）との関係を考察することを通じて、その意義と可能性を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、学生自身の人生経験に基づく思考と議論を促しつつ、まず NPO（非営利組織）が現代社会に登場してきた歴史的背

景とそれに伴う特徴について講義する。続いて日本における NPO の歴史と現状およびその組織としての特性を紹介し、現代社

会の他のセクター（行政、企業）との関係を講義する。そしてこれらを通して NPO という組織が持つ意義と可能性を明らかにす

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. NPO 概論 

3. NPO 登場の社会的背景Ⅰ 

4. NPO 登場の社会的背景Ⅱ 

5. 日本の NPO の歴史 

6. 日本の NPO の現状 

7. 日本の NPO の活動事例 

8. NPO の特性 

9. 現代社会における NPO の位置 

10. 行政とのかかわり合い 

11. 企業とのかかわり合い 

12. ソーシャル／コミュニティ・ビジネスと NPO 

13. ネットワーキングと中間支援組織 

14. NPO の可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示するが、本授業では各自が関心を持つ NPO について自ら調べたり

する主体的な学習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(20%)/授業内に指示した提出物(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX198 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX198／開発経済学 

(Development Economics) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 優子(ISHII YUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

開発経済学の理論的潮流を理解した上で、グローバル経済下の途上国の発展メカニズムと諸課題を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、途上国の貧困問題、経済停滞、経済開発に関する分析手法である開発経済学の理論的潮流を考察した上で、グロ

ーバリゼーションの進展する世界経済の中で、途上国の経済発展に重要な貿易と投資に着目し、経済発展のメカニズムと諸課

題について解説を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 開発経済学の誕生とその背景 

3. 開発経済学の系譜① 

4. 開発経済学の系譜② 

5. 開発経済学の系譜③ 

6. 開発経済学の系譜④ 

7. 開発経済学の系譜⑤ 

8. 貿易と経済開発① 

9. 貿易と経済開発② 

10. 直接投資と経済開発① 

11. 直接投資と経済開発② 

12. 経済開発と政府の役割 

13. 経済開発の課題と持続可能な開発 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席・リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、毎回資料を配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 郭 洋春、2010、『開発経済学』、法律文化社 

その他必要に応じて指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX199 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX199／アジア経済論 

(Structure of Asian Economy) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 優子(ISHII YUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

躍進するアジア経済の発展メカニズムおよび各国経済状況を概観することで、アジア経済のダイナミズムを把握するとともに、ア

ジア域内及び我が国とアジアとの相互関係を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

東アジアの奇跡と称される経済発展を経験したアジア経済は、昨今世界経済においてますますその存在感を増している。本講義

では、その発展メカニズムを整理するとともに、各国地域・経済の経済状況を概観することとする。とりわけ、アジアの一員である

我が国とアジアの相互関係という視点から講義を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジアの経済発展の概況と評価 

3. アジアの経済発展のメカニズム① 

4. アジアの経済発展のメカニズム② 

5. アジアの経済発展のメカニズム③ 

6. アジア通貨危機とそのインパクト 

7. NIES の経済① 

8. NIES の経済② 

9. ASEAN の経済① 

10. ASEAN の経済② 

11. 中国の経済 

12. 南アジアの経済 

13. アジア経済の課題と展望 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席・リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず、毎回資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 郭 洋春、2011、『現代アジア経済論』、法律文化社 

その他必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX200 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX200／アメリカ経済論 

(Structure of American Economy) 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アメリカ経済の発展プロセスをふまえた上で, 世界に大きな影響を与え続けている現代アメリカ経済の構造とその変化の内実を

理解する｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

 グローバリゼーションを主導し推進してきたのはアメリカであり, アメリカ経済はグローバリゼーションの中で絶えず新しい姿に変

化してきた｡ この講義では現代アメリカ経済がいかなる構造変化を遂げてきたのか, その内実を明らかにする｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス－アメリカ経済論を学ぶ意義 

2. ニューディールから戦時経済へ－アメリカ版「大きな政府」の成立 

3. 戦後アメリカ経済の展開－持続的成長期のアメリカ経済 

4. 戦後企業体制－パックスアメリカーナの構造（１） 

5. ｢大きな政府｣ と IMF・ガット体制－パックスアメリカ-ナの構造（２） 

6. 戦後アメリカ経済の動揺－アメリカ型大量生産体制の優位性喪失 

7. レーガノミクス－経済再生の試み 

8. 企業体制と産業の再編－柔軟な生産体制への移行 

9. ｢ニューエコノミー｣ の基本構造－アメリカ経済復活の光と影 

10. 1990 年代アメリカ産業の動態－金融肥大化とサービス化 

11. 21 世紀アメリカ経済の構造－住宅ブームの影で 

12. アメリカ発金融危機－リーマンショックへ 

13. オバマ政権期・トランプ政権期のアメリカ経済 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は, 必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自作成の教材を配布｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. 河村哲二、2003 年、『現代アメリカ経済』、有斐閣 (ISBN:978-4641121706) 

2. 藤木剛康（編著）、2012 年、『アメリカ政治経済論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623062102) 

3. 河音琢郎・藤木剛康（編著）、2016 年、『オバマ政権の経済政策』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623077939) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者のやむを得ざる理由による欠席に対応するため, 講義終了後, Blackboardに教材等を掲載予定｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■BX201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX201／アメリカ経済政策論 

(American Economic Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ経済政策の基本構造を学んだ上で，転換プロセスをダイナミックに理解する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では経済政策論の基本体系を踏まえた上で，アメリカ経済論で追跡した経済構造の転換と関連づけながら，アメリカ経済

政策のしくみおよびそのダイナミックな転換プロセスに迫る。21世紀のアメリカ経済政策のダイナミズムについて，共和党保守派

と民主党リベラル派の激しい党派対立に着目し論じる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス  

2. 財政政策の理論と論争－財政支出拡大・減税・財政赤字をめぐる論争 

3. 戦後アメリカ財政政策の展開－持続的成長期の財政政策 

4. 現代アメリカ財政政策の検証－1970 年代以降の財政政策 

5. 金融政策の理論と論争－信用創造・金融政策の基本構造・論争 

6. 戦後アメリカ金融政策の展開－持続的成長期の金融政策 

7. 現代アメリカ金融政策の検証－1970 年代以降の財政政策 

8. 対外経済政策－アメリカ型通商政策の解明 

9. 経済政策各論－産業政策 

10. 経済政策各論－農業政策 

11. 経済政策各論－環境政策 

12. 経済政策各論－住宅政策 

13. G.W.ブッシュ政権・オバマ政権・トランプ政権の経済政策 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途行う。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

毎回，講義の最後にリアクションペーパの提出を求めるが，成績評価とは関係ない。 

 

テキスト（Textbooks） 

独自作成の教材を配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 藤木剛康、2012、『アメリカ政治経済論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623062102) 

2. 河音琢郎・藤木剛康、2008、『G・W・ブッシュ政権の経済政策』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623052295) 

3. 河音琢郎・藤木剛康、2016、『オバマ政権の経済政策』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623077939) 

参考文献で詳細情報未定のものは，講義時に正確な情報を周知する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard 参照。受講者のやむを得ざる理由による欠席に対応するために，講義終了後，教材等を掲載予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX202／国際貿易論 

(International Trade) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
貿易論のモデル世界と現実世界の相違の探求 

担当者名 

（Instructor） 
関 良基(SEKI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な貿易理論と現実の貿易を比較し、批判的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

リカード・モデルやヘクシャー＝オリーン・モデルなど貿易論の基本的なモデルを学ぶとともに、経済学のモデルと現実世界との

乖離を確認する。現実世界が理論通りにはならない理由は何故なのかを探求する。理論と現実とを比較し、失業、貿易不均衡な

ど自由貿易が引き起こしてきた諸問題の原因を理解する。最新の貿易理論として、塩沢由典による多数国多数財の貿易理論の

基礎も学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. リカードの比較生産費説（１） 

3. リカードの比較生産費説（２） 

4. 収穫逓増の貿易モデル －グレーアム再考 

5. モデルと現実 －イギリスの産業革命と自由貿易 

6. ラウル・プレビッシュの一次産品交易条件悪化論 

7. 歴史の中に見る保護貿易と自由貿易 

8. 新古典派の余剰分析と関税政策 

9. 自由貿易と環境問題 

10. ヘクシャー・オリーンの貿易モデル（１） 

11. ヘクシャー・オリーンの貿易モデル（２） 

12. サミュエルソンの要素価格均等化定理 

13. 塩沢由典の貿易理論（1） 

14. 塩沢由典の貿易理論（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 教材は Blackboard に事前にアップするので予習して下さい。授業の復習もかねて、ときおり課題も出します。しかしながら真に

身に付く学習とは、授業で興味をもった内容について、授業で紹介した文献等を読むなどして、自分自身で探求を深めていくこと

です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. P・クルーグマン、M・オブズフェルド、2010 年、『クルーグマンの国際経済学 理論と政策（上）』、ピアソン 

2. ダグラス・アーウィン、1999 年、『自由貿易理論史』、文眞堂 

3. 塩沢由典、2014 年、『リカード貿易問題の最終解決』、岩波書店 

4. 関 良基、2012 年、『自由貿易神話解体新書』、花伝社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX203／国際経済政策論 

(International Economic Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル資本主義システムの発生・展開と今後の世界 

担当者名 

（Instructor） 
関 良基(SEKI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

資本主義の歴史を学び、現在のグローバル化が行き詰った原因を学ぶ。今後の世界経済システムが進むべき方向性を探求す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大航海時代に遡って資本主義の歴史を学ぶ。帝国主義・植民地主義が何故発生したのか、第二次大戦先後に成立したブレトン

ウッズ体制はどのように成立し、何故崩壊したのか。そして現代の新自由主義的なグローバル化は世界をどう変え、何故行き詰

ったのか。パリ協定の発効を受けて、今後の世界が進むべき、脱化石燃料化の途を展望する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 大航海時代の第一次グローバル化 

3. ウォーラーステインの世界システム論とフランクのリオリエント 

4. イギリスの産業革命と第二次グローバル化 

5. 帝国主義の諸理論  ―自由貿易帝国主義論   

6. アジアの植民地化とモノカルチャー経済 

7. アメリカの保護主義政策 

8. 日本はなぜ植民地にならなかったのか？ 

9. 第二次大戦は何故起こったのか？  

10. ブレトンウッズ体制 

11. 新自由主義は何故始まり、広まったのか？ 

12. ＧＡＴＴからＷＴＯへ 

13. 新自由主義的グローバル化の行き詰まり 

14. 持続可能な国際経済のために パリ協定は世界をどう変えるか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の資料を事前に Blackboard にアップしておきます。ときおり授業の復習をかねて課題を出します。本当に人生の糧になる学

習は、授業で興味を持った事柄に関連し、授業中に紹介した文献等を各自読み、自分自身でさらに深く探求することです。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ハジュン・チャン、2009 年、『はしごを外せ』、日本評論社 

2. ジョセフ・スティグリッツ、2002 年、『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』、徳間書店 

3. ナオミ・クライン、2011 年、『ショック・ドクトリン（上・下）』、岩波書店 

4. ダグラス・ノース他、1994 年、『西欧世界の勃興』、ミネルヴァ書房 

5. アンドレ・G・フランク、2000 年、『リオリエント』、藤原書店 

6. 川勝平太、1991 年、『日本文明と近代西洋』、NHK ブックス 

7. ダニ・ロドリック、2014 年、『グローバリゼーション・パラドクス』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX204／国際政治経済学 

(International Political Economy) 

担当者名 

（Instructor） 
磯谷 玲(ISOYA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，現代の国際社会・経済において議論されている問題とその相互の関連性について理解を深めることを目標とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションが進行するもとで，現代社会が直面している問題は多岐にわたると同時に，ますます相互に密接に関連し

たものとなっている。この授業では，映像資料等を用い，規制緩和の功罪や企業の社会的責任という側面から，現代国際社会・

経済が直面する問題を検討していきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 多国籍企業と食糧生産 

3. 世界食糧危機 

4. 食糧問題とファンド 

5. 食料生産と補助金 

6. 「企業の社会的責任」と流通 

7. 自動車危機 

8. 自由化・規制緩和と金融 

9. 金融危機（1） 

10. 金融危機（2） 

11. EU と経済危機 

12. 医療・保険に関わる問題（1） 

13. 医療・保険に関わる問題（2） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については履修登録完了後にブラックボードにて必要に応じて行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石田修・板木雅彦・櫻井公人・中本悟、2010、『現代世界経済をとらえる Ver.5』、東洋経済 

2. 井上博、他（訳）、2012、『多国籍企業と国際生産』、同文館出版 

その他，適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX207／中国経済論 

(Structure of Chinese Economy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

中国の経済発展と制度変化 

（Economic Development and Institutional Changes in China） 

担当者名 

（Instructor） 
厳 成男(YAN CHENGNAN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国における経済発展と制度変化の間の相互関係を考察し、激変する中国の社会経済システムのさまざまな側面について理解

することを通じて、グローバル化の実態と日本経済の進路についてより客観的な認識ができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、世界第二位の経済大国であり、日本の最大貿易パートナーである中国における経済発展のメカニズムと制度改革

について社会経済学（Political Economy）の視点に基づいて講義する。具体的に、高度経済成長から中成長に転換しつつある中

国の社会経済システムが直面しているさまざまな問題―市場競争、体制転換、経済成長、所得分配、対外関係、雇用・労働、環

境、格差など―を取り上げ、その発生メカニズム、実態、変容、およびインパクトについて講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―中国経済を正しく理解するために 

2. 中国経済の成長と発展戦略 

3. 中国経済が直面した「体制移行の罠」 

4. 中国経済が直面した「中所得国の罠」 

5. 中国における産業構造の高度化 

6. 中国における経済発展と「三農問題」 

7. 中国における地域間競争 

8. 中国における企業所有制度 

9. 中国における雇用と労働 

10. 中国における財政金融システム 

11. 中国の経済成長と環境問題 

12. 中国の対外経済関係 

13. 中国の経済発展の新常態 

14. 中国の経済発展は如何に調整されているか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常的に日本経済新聞を読み、中国経済に関するニュースに関心をもち、問題意識をもって授業に参加することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/平時の授業中に行うリアクションペーパー（2～4 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、特に指定しない。下記の参考文献に基づき講義内容を構成し、講義ごとに Blackboard を通じてレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 厳成男、2011、『中国の経済発展と制度変化』、京都大学学術出版会 

2. 加藤弘之、2016、『中国経済学入門』、名古屋大学出版会 

3. 加藤弘之・梶谷懐、2016、『二重の罠を超えて進む中国型資本主義』、ミネルヴァ書房 

4. 宇仁宏幸・坂口明義・遠山弘徳・鍋島直樹、2010、『入門 社会経済学（第 2 版）』、ナカニシヤ出版 

5. 関志雄、2015、『中国 「新常態」の経済』、日本経済新聞出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

秋学期に開講する『中国経済政策論』講義とあわせて受講することをお勧めする。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX208／中国経済政策論 

(Chinese Economic Policy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

現代中国の経済政策 

（Economic Policy in Contemporary China ） 

担当者名 

（Instructor） 
厳 成男(YAN CHENGNAN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国の高い経済成長と社会変容を支える経済政策を考察し、グローバル化の深化に伴い複雑化する社会経済の諸問題に政府

が如何に対応しているかを把握することを通じて、市場（経済）と国家（政治）の関係を正しく理解することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済政策論の基礎的知識を概括しつつ、中国の社会経済発展に関わる諸政策について、その内容、背景、影響、および課題を

社会経済学（Political Economy）の視点から詳細に講義する。特に、経済成長と安定化、ワーク・ライフバランス、ならびに社会的

公正を巡る政策の実態と課題について、日本などの先進国の事例と比較しながら解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―中国の経済成長と経済政策 

2. 中国における経済政策の決定プロセス 

3. 中国の改革開放政策 

4. 中国の産業発展政策 

5. 中国の財政政策 

6. 中国の金融政策 

7. 中国の農業政策 

8. 中国の地域政策 

9. 中国のエネルギー・環境政策 

10. 中国の労働政策 

11. 中国の社会福祉政策 

12. 中国における雇用―福祉―教育政策の統合 

13. 中国における経済政策の特異性―災害復興政策を事例に 

14. 中国における経済政策の展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常的に日本経済新聞を読み、中国経済に関するニュースに関心をもち、問題意識をもって授業に参加することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/平時の授業中に行うリアクションペーパー（2～4 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、特に指定しない。下記の参考文献に基づき講義内容を構成し、講義ごとに Blackboard を通じてレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 厳成男、2011、『中国の経済発展と制度変化』、京都大学学術出版会 

2. 加藤弘之・梶谷懐、2016、『二重の罠を超えて進む中国型資本主義』、ミネルヴァ書房 

3. 梶谷懐、2011、『現代中国の財政金融システム』、名古屋大学出版会 

4. 王文亮、2009、『社会政策で読み解く現代中国』、ミネルヴァ書房 

5. 田代洋一・萩原伸次郎・金澤史男、2011、『現代の経済政策（第 4 版）』、有斐閣ブック 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期に開講する『中国経済論』講義とあわせて受講することをお勧めする。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX211／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
北井 不二男(KITAI FUJIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX211～216：経済学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX212／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
北井 不二男(KITAI FUJIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX211～216：経済学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX213／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 清香(INOUE SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX211～216：経済学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX214／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井上 清香(INOUE SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX211～216：経済学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX215／簿記１ 

(Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
北井 不二男(KITAI FUJIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX211～216：経済学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：簿記の意義と仕組み(1) 

2. 簿記の意義と仕組み(2) 

3. 簿記上の取引と仕訳 

4. 転記 

5. 決算の意義と手続き(1) 

6. 決算の意義と手続き(2) 

7. 決算の意義と手続き(3) 

8. 決算の意義と手続き(4) 

9. 予備日(期中の取引、決算の手続きの復習など) 

10. 現金と預金 

11. 繰越商品・仕入・売上(1) 

12. 繰越商品・仕入・売上(2)、売掛金と買掛金(1) 

13. 売掛金と買掛金(2)、その他の債権と債務(1) 

14. その他の債権と債務(2)、振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(4 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX216／簿記２ 

(Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
北井 不二男(KITAI FUJIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX211～216：経済学科 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な簿記の仕組み・役割を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

複式簿記とは、複雑な企業の取引を、数少ない取引要素で分類・整理・記録することにより、企業内外の関係者にとって有用な会

計情報を提供することを可能にするシステムである。本授業では、複式簿記の基本的な仕組みを学ぶとともに、財務諸表はどの

ように有用か、近年のトピック等について、適宜講義する。授業内でも学生が問題演習に取り組む機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受取手形と支払手形(1) 

2. 受取手形と支払手形(2) 

3. 有価証券(1) 

4. 有価証券(2)、固定資産（１） 

5. 固定資産(2) 

6. 貸倒損失と貸倒引当金 

7. 資本金と引出金、収益と費用(1) 

8. 収益と費用(2) 

9. 伝票(1) 

10. 伝票(2)、財務諸表(1)決算と決算手続 

11. 財務諸表(2)試算表の作成、棚卸表の作成と決算整理事項 

12. 財務諸表(3)精算表の作成、財務諸表の作成 

13. 問題演習 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

簿記は、授業を一方的に聞いただけでは身につかない。授業前にテキストの該当箇所を読み、授業後は、次の週の授業までに、

テキスト・ワークブック等の問題を繰り返し解いて体に染み込ませること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席票、コメントカード、授業への積極的参加(20%)/授業内に行うミニテスト、課題の提出(20%) 

以上の評価方法・基準を基本とするが、詳細は担当教員からのアナウンスで確認のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

 開講時(9 月）に各担当者が指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記講義 3 級商業簿記平成 30 年度版』、中央経済社 

2. 渡部裕亘・片山覚・北村敬子、2018、『検定簿記ワークブック 3 級商業簿記』、中央経済社 

会計の理論的知識や財務諸表分析を学ぶ入門書等は、各担当教員から適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会計関連科目を履修するための先修科目として位置づけられている。 

簿記検定・税理士・公認会計士等の受験も積極的に目指しましょう。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 179 - 

■BX220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX220／国際機関論 

(Study of International Organizations) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバルな課題に対処する国際機関の役割と課題 

担当者名 

（Instructor） 
浜名 弘明(HAMANA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義では、世界が政治・経済・社会の様々な面で困難な課題に直面している中、学生が、国際機関が果たしている役割やそ

れぞれの課題に対してどのように対応しようとしているか理解することを目的とする。  また、国際機関のホームページは無料で

使える統計情報の宝庫であり、学生がそれらを用いて視覚的にも充実したレポート等を作成できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の国際秩序は第二次世界大戦後の東西冷戦構造が解消されて形成されたといえる。冷戦構造の解消により世界は平和の

到来を期待したが、実際には世界各地で内戦、紛争が頻発し、これらの地域における「安全・安心」を如何に確保するかの問題に

世界は直面している。他方、経済のグローバル化の進展により、いわゆる新興国が高い成長を遂げ世界経済におけるウェートを

高めている一方、世界にはなお多くの貧困層が存在し、貧困削減、教育や衛生面の整備等多くの課題が未解決となっている。ま

た先進国の中でも格差の拡大が顕著になり、政治社会面でのポピュリズムが世界の不確実性を増している。このような様々な課

題に対し、国際機関がどのように対応してきたか、また今後どのように対応しようとしているかにつき、その歴史的背景を踏まえ

つつ講義する。また、国際機関と国家、企業等他の主体との相互関係についても検討する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：世界が直面する課題とそれに取り組む国際機関  

2. 安全保障を担う国際機関（１） 国際連盟から国際連合へ 

3. 安全保障を担う国際機関（２） 国際連盟との比較を念頭に国連安全保障理事会の役割と課題   

4. 安全保障を担う国際機関（３） 難民高等弁務官事務所(ＵＮＨＣＲ)，国際原子力機関（ＩＡＥＡ)等の活動と課題 

5. ブレトンウッズ機関（ＩＭＦ、世界銀行）の成立とその機能  

6. ブレトンウッズ体制後の民営化された国際通貨システムと中南米累積債務問題、アジア通貨危機等の国際経済問題へのＩ

ＭＦや世銀、パリクラブ、ロンドンクラブ等の役割 

7. リーマンショック後の国際金融危機への対応と国際協調の新たな枠組み 

8. 国際機関の統計情報（１）（世銀、OECD、国連等のホームページにおける統計情報） 

9. 国際機関の統計情報（２）（世銀、OECD、国連等のホームページにおける統計情報） 

10. 貿易自由化とその課題：ＧＡＴＴからＷＴＯへ   

11. ＦＴＡ，ＥＰＡ，ＴＰＰ等二国間あるいは多国間の経済連携 

12. ＯＥＣＤの役割と活動：開発援助問題、国際課税問題等への対応   

13. 地域経済統合の進展と課題 ＥＵにおける安全保障機構と域内市場統合の課題   

14. 現在世界が直面している様々な課題と国際機関の役割  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の際に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席(20%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 浜名弘明、2017、『持続可能な開発目標（SDGs)と開発資金－国際開発援助レジームの変容のなかでー』、文眞堂 

(ISBN:9784830949531) 

なお、本参考文献は、「国際援助論」のテキストとする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BX221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX221／国際援助論 

(Peace Studies on International Aid) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際援助の歴史的な役割と今後の課題 

担当者名 

（Instructor） 
浜名 弘明(HAMANA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二次世界大戦後、開発途上国への開発援助は国際的な課題として取り組まれてきた。一方、冷戦崩壊後のグローバリゼーシ

ョンの進展に伴い開発途上国の成長度合いは多様化し、その抱える課題も一様ではなくなっている。このような歴史的進展を念

頭に、多国間援助と二国間援助の役割、更には最近その比重を増している民間資金の役割を学び、学生が途上国開発の現代

的課題を理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二次世界大戦後に開始された国際援助の歴史的展開を学ぶとともに、2015 年 9 月に策定された「持続的開発目標（SDGs）」

の内容と課題、同年 12 月の COP21 で新たに合意された気候変動への対応を内容とする「パリ協定」への対応、開発途上国の

経済発展に必要なインフラ需要への対応等、多様化する途上国開発を巡る今日的課題に対する国連の援助機関の活動、ＭＤＢ

ｓ（世銀等）の役割、日本のＯＤＡの貢献、民間資金に期待される役割等を講義する。また、国際機関や援助機関、外務省等での

勤務の実態や求められる能力等について適宜ゲストスピーカーも招聘しつつ講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：講義の狙い 

2. 近代的な開発援助の起源とその歴史的展開（１）－東西冷戦構造下における開発援助－ 

3. 近代的な開発援助の起源とその歴史的展開（2）－冷戦構造解消後の開発援助－ 

4. 開発アジェンダの変遷－「開発の 10 年」からミレニアム開発目標（MDGs)、持続可能な開発目標（SDGs)へ－ 

5. 開発援助に関する理論と課題（１）－開発経済学の視点から－ 

6. 開発援助に関する理論と課題（２）－政治学、社会学の視点から－ 

7. 多国間援助機関、国際開発金融機関の役割と課題：ＵＮＤＰ，ＷＨＯ，ＦＡＯ、世銀、ADB、OECＤ等の活動 

8. 援助機関等で働くとは？ 

9. 日本のＯＤＡ政策とその変遷 

10. 日本の援助機関であるＪＩＣＡの役割とその活動 

11. 開発途上国への資金の流れの多様化と政府開発援助（ＯＤＡ）の役割 

12. 他ドナーによる開発援助 

13. 地球環境問題への対応 

14. 開発援助の今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席(20%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浜名弘明、2017、『持続可能な開発目標（SDGs)と開発資金ー開発援助レジームの変容の中でー』、文眞堂 

(ISBN:9784830949531) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義で紹介した機関のホームページやホームページに掲載されているレポート等を適宜読むことを推奨する。その他は、適宜紹

介する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX222／金融論１ 

(Money and Banking 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山村 延郎(YAMAMURA NOBUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生は、この科目において、次の目標を達成するため、各自の学びにはげみます。 

 1. 貨幣･資本・信用などの基本的な概念を説明できるようになること、 

 2. 一つの事象を金融の基本理論で分析できるようになること、 

 3. 各論的な金融事情について例示を説明できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は、以下の項目を修めるため、毎週平均６時間の学修を行います。 

そのうち 2 時間は、教師が主催する講義において、通説と実体とその批判を聴き、学び方を獲得していきます。 

 1. 貨幣･銀行・中央銀行、財政と金融、金融危機 

 2. 金融ビジネス、企業･家計に対する金融の役割、金融市場と金融資産 

 3. 貨幣論・産業資本･商業資本・利子生み資本 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・貨幣論 

 大学の単位制度を貨幣論の体系ですべて解き明かします。 

 高校の金融知識と大学の学則の単位制度を確認しておいてください。 

2. 金融知識の取得方法及び教育方法を伝授します。 

 このころから金融小説を一つ選び、読破・レポートを準備してください。 

3. Excursion: 憲法の信託原理、日本国の経済原則 

 連休前に憲法の基本原理を復習しつつ信託・投資信託の概念を理解します。 

 日本国憲法の日本語版・英語版にアクセスできるようにしてください。 

4. 金融機関と銀行業 

 このころから、教科書を読み、単語を調べ、内容をまとめ、章末問題を解いてください。 

5. 企業･家計と金融 

6. 金融市場と金融資産 

7. 管理通貨制と中央銀行 

8. 前半のまとめをし、オンライン又は教室でテストを行います。 

9. 景気変動と金融危機 

10. 現代の金融業 

11. 国債膨張下の財政と金融 

12. ・産業資本論: 資本の運動、資本の回転 、オンラインでテストを実施します。 

  資本の生産力について、フロー又は損益計算書の観点から確認します。 

13. ・資本の類型: 商業資本・貨幣取引資本・利子生み資本 

 商事会社の金融的側面、フィンテック企業の勃興、機関投資家について確認します。 

14. 後半のまとめをします。 

受講生が少ないときは、期末試験期間でなくこの回に筆記試験が実施されることがあります。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

標準的な授業外学修時間は、毎週 4 時間とし、授業に欠席したときは 2 時間を加算するものとします。 

(平常の成績が芳しくないときは、これよりも長い学修時間が必要です。) 

 

授業外学修は、 

 教科書等の精読、授業の回想による復習、関連事項の図書･雑誌又はサイトのブラウジングのほか、 

 学友との日常的な対話、家庭及び事業所での貨幣･金融に関する考察、金融機関や博物館･専門図書館等の訪問によって行う

こととします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/教科書課題、授業・文献・訪問レポート等(30%)/中間テスト・後半テスト(20%) 

筆記試験、平常点の各項目のすべてに合格するまでは成績評価をしない。筆記試験の不合格は、次学期以降に再履修となる。 
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テキスト（Textbooks） 

1. 川波洋一･上川孝夫、2016、『現代金融論（新版）』、有斐閣 (ISBN:9784641184336) 

教科書は、基本的に自修課題として利用してもらいますが、教室で輪読を行うこともあります。 

その場合は BB で連絡します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 増田壽男･沢田幸治家、2007、『現代経済と経済学（新版）』、有斐閣 (ISBN:9784921190088) 

2. 大谷禎之介、2001、『社会経済学』、桜井書店 (ISBN:9784921190088) 

これらは発展した学修をするための参考書です。大学院を受験する際に利用するとよいでしょう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

次の履修モデルのパーツとして挙げられています。 

 経済学科・・・・・・・・・・・・・・・経済理論を深く学ぶ、数量分析を中心に学ぶ、 

 会計ファイナンス学科・・・・・会計を中心に学ぶ、ファイナンスを中心に学ぶ 

 

なお、この科目では数理分析そのものではなくアナリストが備えるべきコモンセンスが説かれます。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX223／金融論２ 

(Money and Banking 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山村 延郎(YAMAMURA NOBUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生は、この科目において、次の目標を達成するため、各自の学びにはげみます。 

 1. 金融の基本的な概念を、とくにグローバル化・情報化に即して説明できるようになること、 

 2. 貨幣･金融制度について体系的･網羅的に描写できるようになること、 

 3. 各論的な金融事情について例示を説明できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は、以下の項目を修めるため、毎週平均６時間の学修を行います。 

そのうち 2 時間は、教師が主催する講義において、通説と実体とその批判を聴き、学び方を獲得していきます。 

 1. 日本における金融政策、金融規制、地域金融の状況 

 2. グローバル化・情報技術革新による金融ビジネスの変化、 

 3. 日本および主要国の金融制度、住宅金融 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・クレジットシステム: 単位制度の確認と信用制度の概観 

 大学の単位(クレジット)を貨幣・信用論で解釈してみます。学則を読んでおいてください。 

2. 金融知識の取得方法及び教育方法を伝授します。 

 このころから金融小説を一つ選び、読破・レポートを準備してください。  

3. 金融政策の新展開 

 このころから、教科書を読み、単語を調べ、内容をまとめ、章末問題を解いてください。  

4. 金融規制と金融制度改革 

5. 地域金融 

6. Excursion: 信託の基本理念と日本国憲法の原理 

 文化の日にちなみ憲法の基本原理を復習しつつ信託・投資信託の概念を理解します。 

 日本国憲法の日本語版・英語版にアクセスできるようにしてください。  

7. 前半のまとめをし、オンライン又は教室でテストを行います。  

8. 情報革新の影響 

9. 金融業の変貌 

10. ・日本の金融システム 

11. ・主要国の金融システム: アメリカの金融システム。 

   ここまでが終わったら、オンラインでテストを実施します。 

12. ・国際金融史: 金融恐慌の歴史 

13. ・国際金融史: サブプライムローン危機 

14. ・後半のまとめをします。 

受講生が少ないときは、期末試験期間でなくこの回に筆記試験が実施されることがあります。  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

標準的な授業外学修時間は、毎週 4 時間とし、授業に欠席したときは 2 時間を加算するものとします。 

(平常の成績が芳しくないときは、これよりも長い学修時間が必要です。) 

 

授業外学修は、 

 教科書等の精読、授業の回想による復習、関連事項の図書･雑誌又はサイトのブラウジングのほか、 

 学友との日常的な対話、家庭及び事業所での貨幣･金融に関する考察、金融機関や博物館･専門図書館等の訪問によって行う

こととします。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/教科書課題、授業・文献・訪問レポート等(30%)/中間テスト・後半テスト(20%) 

筆記試験、平常点の各項目のすべてに合格するまでは成績評価をしない。筆記試験の不合格は、次学期以降に再履修となる。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 川波洋一･上川孝夫、2016、『現代金融論（新版）』、有斐閣 (ISBN:9784641184336) 

教科書は、基本的に自修課題として利用してもらいますが、教室で輪読を行うこともあります。 

その場合は BB で指示を出すので確認してください。 

 

参考文献（Readings） 

1. 増田壽男･沢田幸治家、2007、『現代経済と経済学（新版）』、有斐閣 (ISBN:9784921190088) 

2. 大谷禎之介、2001、『社会経済学』、桜井書店 (ISBN:9784921190088) 

3. 二―アル・ファーガソン、2015、『マネーの進化史』、早川書房 (ISBN:978-4150504489) 

これらは発展した学修をするための参考書です。大学院を受験する際に利用するとよいでしょう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

次の履修モデルのパーツとして挙げられています。 

 経済学科・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・経済理論を学ぶ、数量分析を学ぶ、 

 会計ファイナンス学科・・・・・・・・・・・・会計を中心に学ぶ、ファイナンスを中心に学ぶ 

 

なお、この科目では数理分析そのものではなくアナリストが備えるべきコモンセンスが説かれます。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX226／証券経済論 

(Economic Theory of Securities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代の証券経済システムの基本的な知識を学んでいく 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、現代経済における証券システムの機能と役割を理解するための必要な知識を習得しながら、証券市場を通じた資

金仲介メカニズムの拡大が、金融機関や経済構造にどのような影響を与えているのかということについて考える力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の経済システムの下では、「金融の証券化」と呼ばれる現象が進展しており、従来の銀行業を通じた資金仲介システムか

ら、証券市場を通じた資金仲介システムへの転換が進んできている。本講義では、このような「市場型経済システム」の構造を明

らかにしながら、それが金融システムや経済構造全体にどのような影響を与えてきたのかということについて理論的・実証的な検

討を行い、今後の証券システムのあり方について考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに―講義のガイダンス― 

2. 「金融の証券化」とは何か 

3. 証券化のメカニズム 

4. 証券化商品の累積と金融市場の変化 

5. 証券市場の拡大と資金仲介システム 

6. 間接金融と直接金融のあり方 

7. 市場型間接金融システムと投資信託 

8. 前半の講義のまとめと小テスト 

9. ファンド資本主義の展開と証券市場 (1) 

10. ファンド資本主義の展開と証券市場 (2) 

11. 証券市場の監督体制と金融規制のあり方 

12. 管理通貨制度下における証券市場の構造 

13. 証券業のグローバル化と資産運用業の展開 

14. 講義全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の際に必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカード兼出席票(10%)/授業内に行う小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメや資料等を授業の際に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、授業の際に、適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX227／証券市場論 

(Capital Markets) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代の証券市場の基本的な機能と役割を学んでいく 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、現代の証券市場を理解するための必要な知識を習得し、現在、急速に進行している証券市場の肥大化現象がなぜ

発生し、それが今後、どのように展開していくのかということについて考える力を養成していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1980 年代以降、金融のグローバル化、IT化の進展を受けて、証券市場の機能と役割が大きく変化してきている。この講義では、

現代の証券市場の基本的な構造を理解しながら、それが歴史的にどのような変化を遂げ、証券業や銀行業のあり方にどのよう

な影響を与えてきたのかということについて考えていく。特に、管理通貨制度の下で、証券市場で売買される国債や株式等の金

融資産の累積現象が進展しており、それが、なぜ、どのようにして生じてきているのかということについて理解を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに―講義のガイダンス― 

2. 有価証券とは何か 

3. 株式会社の歴史的な展開 

4. 株式会社の特徴と株主の権利 

5. 証券の流通と証券取引所の変遷(1) 

6. 証券の流通と証券取引所の変遷(2) 

7. 証券市場における証券価格の形成(1) 

8. 証券市場における証券価格の形成(2) 

9. 前半の講義のまとめと小テスト 

10. 証券市場における証券業の機能と役割 

11. 証券会社の経営のあり方 

12. デリバティブの機能と役割 

13. 金融資産の累積と証券市場のあり方 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の際に必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/コメントカード兼出席票(10%)/小テスト(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメや資料等を授業の際に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、授業の際に、適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX228／外国為替論 

(Foreign Exchange) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際金融活動にかかわる諸問題を体系的に把握するために必須となる基本的な知識・概念・制度を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

外国為替取引の仕組みと形態,外国為替市場と為替相場,為替リスクヘッジの手段と方法,国際収支の仕組み,為替相場決定理論

等について順に講義する。また,これらのテーマと関連するトピックを随時とりあげ,グローバリゼーション下で拡大を続ける国際金

融取引の背景と問題点を考察する基礎的視座を提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション～外国為替取引の必然性と世界経済 

2. 為替取引と内国為替 

3. 外国為替のメカニズム 

4. 外国為替市場 

5. 外国為替取引と為替相場① 

6. 外国為替取引と為替相場② 

7. 外国為替取引と為替相場③ 

8. 国際収支と対外資産負債残高① 

9. 国際収支と対外資産負債残高② 

10. 国際金融市場とリスク管理① 

11. 国際金融市場とリスク管理② 

12. 為替相場制度と経済政策① 

13. 為替相場制度と経済政策② 

14. 為替相場制度と経済政策③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義は指定テキストを中心に行うが、同書は基礎的な事柄が平易に解説されているため，より上級なものとして参考文献もあわ

せて読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/講義にて提出する課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 飯島・五百旗頭・佐藤・菅原、2017、『身近に感じる国際金融』、有斐閣 (ISBN:9784641150447) 

 

参考文献（Readings） 

1. 上川孝夫・藤田誠一編、2012、『現代国際金融論［第 4 版]』、有斐閣 (ISBN:9784641184077) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とするが、随時、視覚教材を用い、リアクションペーパーの提出も求める。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX229／国際金融論 

(International Banking) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドル体制の成立と変遷。ドルを基軸通貨とした国際金融の世界。 

担当者名 

（Instructor） 
清水 良樹(SHIMIZU YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後の国際通貨体制の変遷とその特徴を、アメリカ、欧州、アジアの 3 つの地域から多角的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①戦後ドル体制の特徴とその変遷を講義する。②基軸通貨について考える。③ドル体制から自立した欧州における通貨体制の

成立と通貨統合に至るまでの変遷を説明する。また、PIIGS 諸国における債務危機から見えてくる統一通貨ユーロが抱える構造

的な問題と欧州統合の今後について講義する。④アジアと日本との関係を金融面と実体経済面の双方から説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦後ドル体制の成立      

2. 金ドル交換停止以降の国際通貨関係（ユーロ市場の成立）   

3. 70 年代のオイルマネーと 80 年代の途上国の累積債務問題 

4. 90 年代の国際通貨関係。マネーゲームの拡大。     

5. アメリカ経済の疲弊とドル特権の終焉  

6. ドルの将来        

7. 欧州統合の歴史（スネーク・EMS・ECU）      

8. ユーロが抱える構造的問題         

9. ユーロ危機の現在（通貨統合と各国に残された財政主権）    

10. ＥＣＢによるＱＥ政策導入      

11. アジア通貨危機  

12. アジアにおける通貨・金融協力    

13. 実体経済面でのアジアとのつながり     

14. 国際金融情勢の現在（いま）      

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

外国為替論や金融論を履修しておくことが望ましい。 

日頃から経済や金融に関する話題にアンテナを張っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/課題(10%) 

5 回以上欠席（正当な理由のないもの）した場合、単位取得を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 牧野・紺井・上川（編）、2017、『複合危機 ゆれるグローバル経済』、日本経済評論社 (ISBN:978-4-8188-2482-9) 

授業中適宜指示をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

E-mail:yshimizu@fuji.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■BX230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX230／金融史 

(Financial History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本における金融システムの近現代史 

担当者名 

（Instructor） 
齊藤 直(SAITO NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の金融システムについて歴史的な視点から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，明治期から近年までの金融システムについて学ぶことを通じて，今日の金融システムがどのような歴史的経緯により

形成されたのかを理解することを課題とする。ただし，半期（週 1 コマ）の講義で，扱うことができる内容は限られるため，戦後を

中心に据え，戦前については簡潔に扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 明治期における金融システムの創設 

3. 戦間期における金融システム不安 

4. 戦時経済統制と金融システム 

5. 戦後改革の影響 

6. 高度成長期の金融システム(1) 

7. 高度成長期の金融システム(2) 

8. 1970 年代における資金循環構造の変化 

9. 金融自由化と企業・銀行関係 

10. バブルの発生と崩壊 

11. 不良債権問題の発生と長期化 

12. 金融ビッグバンと業界再編 

13. 近年の金融システム 

14. 講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の内容に連続性があるので，講義レジュメを用いてよく復習したうえで，次回の講義に出席すること。 

関心を持った点については，紹介する参考文献等を用いて学ぶことを推奨する。 

日本経済史，経営史などの科目と併せて履修することで，理解がさらに深まるであろう。 

必須ではないが，金融論の基礎を事前に学んでいると，理解がさらに深まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし（講義レジュメを配布する） 

 

参考文献（Readings） 

1. 星岳雄 他、2006、『日本金融システム進化論』、日本経済新聞社 (ISBN:4532133173) 

2. 玉置紀夫、1994、『日本金融史』、有斐閣 (ISBN:4641182221) 

3. 橋本寿朗 他、2011、『現代日本経済 第 3 版』、有斐閣 (ISBN:4641124434) 

4. 箭内昇、2002、『メガバンクの誤算』、中央公論新社 (ISBN:4121016513) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX232／金融機関論 

(Financial Institutions) 

担当者名 

（Instructor） 
山村 延郎(YAMAMURA NOBUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生は、この科目において、次の目標を達成するため、各自の学びにはげみます。 

 1. 各金融機関、各金融業務について基本的な説明ができること。 

 2. 金融手法を用いた国・地方・企業・家計の基本的な問題解決を提示できること。 

 3. 金融機関を貨幣取引資本または利子生み資本と信用制度の結合体として解析できること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は、以下の項目を修めるため、毎週平均６時間の学修を行います。 

そのうち 2 時間は、教師が主催する講義において、通説と実体とその批判を聴き、学び方を獲得していきます。 

 1. 銀行・信金・信組等の預金取扱い金融機関、金融業者、資金移動業者、 

 2. 金融商品取引業者、各種取引所、 保険業者・共済業者、並びに 各種代理店業。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 金融機関のシステムを大学システムと比較する 

2. さまざまな金融業態 / 日本の金融システム 

3. Excursion: 信託の基本理念と日本国憲法の原理 

4. 銀行の貸方取引 (為替取引・発券業務・預金業務) / 金融機関と銀行業 

5. 銀行の借方取引 (手形割引・産業金融・消費者金融) / 企業・家計と金融 

6. 金融商品・取引所・取引業者 / 金融市場と金融資産 

7. 銀行代理店・証券保険仲介業・貸金業ならびに不動産取引 

8. 前半のまとめをしオンラインで又は授業内で中間テストをします。 

9. 金融機関の自己資本比率規制 / 金融規制と金融制度改革 

10. 地域金融機関とリレーシップバンキング 

11. FinTech / 情報革新の影響 

 ここまでが終わったら、オンラインでテストを実施します。 

12. 金融の総合化・グローバル化 / 金融業の変貌とグローバル展開 

13. 少子高齢化・グローバル化の中の金融機関の役割と金融経済教育 

14. 後半のまとめをします。 

受講生が少ないときは、期末試験期間でなくこの回に筆記試験が実施されることがあります。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

標準的な授業外学修時間は、毎週 4 時間とし、授業に欠席したときは 2 時間を加算するものとします。 

(平常の成績が芳しくないときは、これよりも長い学修時間が必要です。) 

 

授業外学修は、 

 教科書等の精読、授業の回想による復習、関連事項の図書･雑誌又はサイトのブラウジングのほか、 

 学友との日常的な対話、家庭及び事業所での貨幣･金融に関する考察、金融機関や博物館･専門図書館等の訪問によって行う

こととします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/教科書課題、授業・文献・特別レポート等(30%)/中間テスト・後半テスト(20%) 

筆記試験、平常点の各項目のすべてに合格するまでは成績評価をしない。筆記試験の不合格は、次学期以降に再履修となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川波洋一･上川孝夫、2016、『現代金融論（新版）』、有斐閣 (ISBN:9784641184336) 

2. 松田岳、2015、『金融機関論・政策論講義ノート』、三恵社 (ISBN:9784864873451) 

教科書は、基本的に自修課題として利用してもらいますが、教室で輪読を行うこともあります。 

その場合は BB で連絡します。 

 

参考文献（Readings） 
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1. みずほ総合研究所、2017、『国際金融規制と銀行経営』、中央経済社 (ISBN:978-4502234019) 

2. 佐藤隆文、2010、『金融行政の座標軸』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492654354) 

3. 谷守正行、2007、『銀行管理会計』、専修大学出版局 (ISBN:978-4881251850) 

4. 坂本孝司・加藤恵一郎、2017、『中小企業金融における会計の役割』、中央経済社 (ISBN:978-4502230417) 

5. 佐藤規夫、2017、『銀行法』、きんざい (ISBN:978-4322132250) 

これらは発展した学修をするための参考書です。大学院を受験する際に利用するとよいでしょう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

次の履修モデルのパーツとして挙げられています。 

 経済政策学科・・・・・・・・・・政府の役割を総合的に学ぶ、グローバル化時代の政策課題を学ぶ、 

 会計ファイナンス学科・・・・会計を中心に学ぶ、 

 

注意事項（Notice） 
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■BX233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX233／金融政策論 

(Financial Policy) 

担当者名 

（Instructor） 
山村 延郎(YAMAMURA NOBUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講生は、この科目において、次の目標を達成するため、各自の学びにはげみます。 

 1. 日銀および金融庁の役割と限界を説明できること。 

 2. 政府の経済政策、国際協調との関連のなかで、金融政策・金融行政を説明できること。 

 3. 金融危機の予防のため、提示された金融ビジネスについて検討すべき部分を指摘できること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は、以下の項目を修めるため、毎週平均６時間の学修を行います。 

そのうち 2 時間は、教師が主催する講義において、通説と実体とその批判を聴き、学び方を獲得していきます。 

 1. 前半は、中央銀行論(狭義の金融政策論)、財政と金融の関係 

 2. 後半は、金融監督と金融危機管理 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 硬貨・紙幣・銀行券 / 貨幣と金融 

3. 管理通貨制と中央銀行 

4. 金融政策の新展開 

5. 日本および主要国の金融システム 

6. Excursion: 日本国憲法の原理と金融システム 

7. 前半のまとめをし、オンラインで又は授業内で中間テストをします。 

8. バブルの発生と金融危機 / 景気変動と金融危機 

9. 預金者の保護と金融秩序の維持 / 金融規制と金融制度改革 

10. 詐欺防止・対テロ政策・安全保障と金融 / グローバル化・情報革新の影響 

  

11. 「素晴らしき哉、人生!」 と地域金融政策 

  ここまでが終わったら、オンラインでテストを実施します。 

12. 「素晴らしき哉、人生!」 と S&L危機・リーマンショック 

13. 金融行政の転換と金融規制の展開 

14. 後半のまとめをします。 

受講生が少ないときは、期末試験期間でなくこの回に筆記試験が実施されることがあります。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

標準的な授業外学修時間は、毎週 4 時間とし、授業に欠席したときは 2 時間を加算するものとします。 

(平常の成績が芳しくないときは、これよりも長い学修時間が必要です。) 

 

授業外学修は、 

 教科書等の精読、授業の回想による復習、関連事項の図書･雑誌又はサイトのブラウジングのほか、 

 学友との日常的な対話、家庭及び事業所での貨幣･金融に関する考察、金融機関や博物館･専門図書館等の訪問によって行う

こととします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/教科書課題、授業・特別レポート等(30%)/中間テスト・後半テスト(20%) 

筆記試験、平常点の各項目のすべてに合格するまでは成績評価をしない。筆記試験の不合格は、次学期以降に再履修となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川波洋一･上川孝夫、2016、『現代金融論（新版）』、有斐閣 (ISBN:9784641184336) 

2. 松田岳、2015、『金融機関論・政策論講義ノート』、三恵社 (ISBN:9784864873451) 

教科書は、基本的に自修課題として利用してもらいますが、教室で輪読を行うこともあります。 

その場合は BB で連絡します。 
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参考文献（Readings） 

1. 早川英男、2016、『金融政策の「誤解」』、慶応義塾大学出版会 (ISBN:978-4766423563) 

2. 岩村充、2016、『中央銀行が終わる日 ビットコインと通貨の未来』、新潮選書 (ISBN:978-4106037825) 

3. 唐鎌大輔、2017、『ECB 欧州中央銀行 組織・戦略から銀行監督まで』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492654828) 

4. 牛島仁、2016、『日米欧金融規制監督の発展と調和』、中央大学出版部 (ISBN:978-4805708095) 

これらは発展した学修をするための参考書です。大学院を受験する際に利用するとよいでしょう。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

次の履修モデルのパーツとして挙げられています。 

 経済学科・・・・・・・数量分析を中心に学ぶ、 

 経済政策学科・・・政府の役割を総合的に学ぶ、グローバル化時代の政策課題を学ぶ 

 

なお、この科目では数理分析そのものではなくアナリストが備えるべきコモンセンスが説かれます。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX234／コーポレート・ファイナンス１ 

(Corporate Finance 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の経営財務を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 茂(WATANABE SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コーポレート・ファイナンス 2 とあわせて，企業財務に明るいビジネスパーソンといえるレベルの知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コーポレート・ファイナンス 1 では，株価や国債の値段がどう決まるか，企業が新製品や工場建設にゴーの判断をする方法，投資

家の行動など様々な興味深い問題を扱う。コーポレートファイナンスは，企業が社会にとって価値を生む活動をしているかどうか

を判断する基本的な分析方法である。教科書を使い，基礎から応用までしっかり理解できるように授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キャッシュフローの価値（1） 

2. キャッシュフローの価値（2） 

3. キャッシュフローの価値（3） 

4. 投資実行の意思決定（1） 

5. 投資実行の意思決定（2） 

6. 企業の資本コスト（1） 

7. 企業の資本コスト（2） 

8. 企業の価値を求める（1） 

9. 企業の価値を求める（2） 

10. ポートフォリオ理論と CAPM（1） 

11. ポートフォリオ理論と CAPM（2） 

12. ポートフォリオ理論と CAPM（3） 

13. 価値評価の簡便法と応用（1） 

14. 価値評価の簡便法と応用（2） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

プリントなどを配布するので予習復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内の提出物など(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX235／コーポレート・ファイナンス２ 

(Corporate Finance 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業の経営財務を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 茂(WATANABE SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期のコーポレート･ファイナンス 1 とあわせて，企業財務に明るいビジネスパーソンといえるレベルの知識を身につけることを

目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コーポレート・ファイナンス２では，春学期のコーポレート・ファイナンス 1 を受けて授業を進める。まず金融資本市場で発達した比

較的新しいオプションなどの金融商品（デリバティブ）について学ぶ。続いて企業の最適な資本構成をめぐる議論を紹介し、それ

を踏まえて立場が異なる人々の利害がからみあう企業財務のマネジメントを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新たな金融商品を作り出す（デリバティブ） 

2. スワップ・先物の価値を求める（1） 

3. スワップ・先物の価値を求める（2） 

4. スワップ・先物の価値を求める（3） 

5. オプションの価格（1） 

6. オプションの価格（2） 

7. オプションの価格（3） 

8. オプションの価格（4） 

9. オプションの価格（5） 

10. 企業財務のマネジメント（1） 

11. 企業財務のマネジメント（2） 

12. 企業財務のマネジメント（3） 

13. 企業財務のマネジメント（4） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

プリント等を配布するのでので予習復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業内の提出物など(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX236／保険論 

(Insurance) 

担当者名 

（Instructor） 
岡村 国和(OKAMURA KUNIKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義の目標は、保険の技術や理論を修得し、現在進行中の保険事業をめぐる環境変化を理解した上で、さまざまな保険現

象を分析する能力を身につけることにあります。保険の理論は単純ですが、現象はさまざまなので一見複雑に見えます。しかし、

基礎ができると一挙に展望が開けると思います。本講義は「難しいことを易しく、易しいことをより深く」に基づいた「保険を学ぶで

はなく、保険で学ぶ」が基本コンセプトです。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 まず、前半で保険の技術と保険理論を学びます。保険は極めて合理的なシステムですが、経済的保障財という目に見えないサ

ービス財を販売するサービス業でありながら、金融業に分類されています。その上、保険相互会社は保険業法に基づいて設立さ

れる特殊な非営利中間法人であるため、市場行動も独特なものがあります。 

 また後半では、保険業の収益構造の特殊性を学びます。本講義では、非常に重要な項目であるにもかかわらず一般的なテキ

ストでは紹介されていない項目をできるだけ丁寧に講義する予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスクと保険 

2. 保険の仕組みと保険の基本原則 保険の２大原則（給付・反対給付均等の原則、収支相等の原則） 

3. 保険の歴史 近代保険の生成と近代保険業の成立過程 

4. 損害保険の理論構造（１） 危険負担の一般原則とその例外 

5. 保険の理論構造（２） 損害填補の一般原則とその例外 

6. 保険各論（１） 火災保険と第三分野保険 

7. 保険各論（２） 自動車損害賠償責任保険保険と自動車保険 

8. 保険各論（３） 巨大災害と保険（地震保険 原子力保険） 

9. 保険会社の経営戦略 

10. 損害保険会社の収益構造 

11. 損害保険経営の簡易指標 

12. 生命保険の現代的課題 

13. 生命保険会社の収益構造 

14. 補論とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 配布されたプリントを読んで、どこを集中的に学べば良いかを自分なりに考えてきて下さい。その際に、プリントの最後にある復

習課題を事前に読んでおくと、ポイントが掴みやすいです。また、配付資料の理解を補うため、テキストの購読をお薦めします。 

 なお、講義の進捗状況によっては講義内容を割愛又は章を合併することがあります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/講義への参加度および講義中に行う小テスト(20%) 

欠席は 4 回まで。それを越えたものについてはＤ評価とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田畑康人・岡村国和 編著、2018、『読みながら考える保険論 増補改訂第 3 版』、八千代出版 (ISBN:978-4-8429-1672-9) 

 講義は教科書とパワーポイントで行います。パワーポイントのファイルはアップしません（随時改定するため）が、パワーポイント

を印刷したものを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 講義時にプリントを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 本講義は全て教科書とパワーポイントで行います。ファイルはアップしません（改定が多いため）が、プリントして配布します。こ

のプリントは原則として出席者にのみ配布し、後から配布する場合は残余があるときのみですので、注意して下さい。 
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注意事項（Notice） 
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■BX237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX237／経営分析論１ 

(Business Analysis 1) 

担当者名 

（Instructor） 
田村 八十一(TAMURA YASOKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義では，財務諸表やその他の情報などを活用して，企業の実態を分析するための考え方や視点，基礎的な指標の活用方

法などを養うことをねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 経済，産業，企業を取り巻く状況は，企業の「再構築」の中で近年大きく変化している。このような状況を踏まえながら，現代企

業の現実の活動を把握するには，どうすればよいだろうか？ 巨大化した企業の実態と進む方向は，私たちや社会にとって正し

いあり方へと向っているのだろうか？ このような視点を踏まえながら講義を行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営分析論について 

2. 現代資本主義と経営分析 

3. 現代産業と経営分析 

4. 現代企業と経営分析 

5. 分析のためのデータ解説 

6. 実数分析と比率分析，タイムシリーズ分析とクロスセクション分析，会計政策と会計情報の特質 

7. 連結・個別財務諸表分析と非財務情報，個別資本の基礎分析 

8. 成長性分析 

9. 収益性分析 

10. 安全性分析 

11. 資金分析 

12. 財務諸表分析の課題 

13. 総合分析 

14. その他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１．授業時間外の研究として，事前にテキストなどを理解して授業に出席すること。 

２．２社の企業を選んで各講義で習得した内容を適用してケース分析を行うこと。 

 上記の詳細な点及びその他の点については，別途必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 企業分析研究会編、2018 年、『現代日本の企業分析』、新日本出版社 

 

参考文献（Readings） 

（１）『日本のビッグ・ビジネス』（全 24 巻）大月書店。 

（２）『日本のビッグ・インダストリー』（全 8 巻）大月書店。 

（３）丸山惠也編著（2012）『現代日本の多国籍企業』新日本出版社。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 なお，プリントや資料などを授業において随時配付するので欠席しないように留意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX238／経営分析論２ 

(Business Analysis 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田村 八十一(TAMURA YASOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講義は，企業の実態を分析する応用的な力（例えば，多国籍化・多角化する企業を分析するための考え方や視点，労務の問

題や企業の社会的責任（CSR）を踏まえた分析方法など）を養うことをねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 近年のグローバル化は，企業や産業のあり方を変化させている。一般株主や債権者のみならず，従業員や下請企業のステー

クホルダーも必然的に大きな影響を受ける。グローバル化する企業の実態をどのように分析し，考えていくかという視点を踏まえ

ながら講義を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営分析論のアプローチについて 

2. 生産性分析 

3. 損益分岐点分析 

4. 内部留保分析(1) 

5. 内部留保分析(2) 

6. 企業のリストラクチャリングと経営分析 

7. 企業集団（企業グループ）と連結財務諸表分析 

8. 企業の多国籍化・多角化・M&A&D とセグメント分析(1) 

9. 企業の多国籍化・多角化・M&A&D とセグメント分析(2) 

10. キャッシュフロー分析 

11. 新指標の特質と問題点 

12. CSR、従業員の状況と労務分析 

13. 経営分析の歴史 

ケース・スタディ 

14. その他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１．授業時間外の研究として、事前にテキストなどを理解して授業に出席すること。 

２．２社の企業を選んで各講義で習得した内容を適用してケース分析を行うこと。 

 上記の詳細な点及びその他の点については、別途必要に応じて指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大橋英五、2005 年、『経営分析』、大月書店 

 

参考文献（Readings） 

（１）『日本のビッグ・ビジネス』＜全 24 巻＞（大月書店） 

（２）『日本のビッグ・インダストリー』＜全 8 巻＞（大月書店） 

（３）丸山惠也編著（2012）『現代日本の多国籍企業』新日本出版社。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 なお、プリントや資料などを授業において随時配付するので欠席しないように留意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX239／財務会計論１ 

(Financial Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 幸路(KURATA KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

財務会計理論に関する歴史的変遷を理解することにより将来への展望を得ることができ，また，現在の会計の制度的特質を理

解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまで主張されてきた財務会計理論の歴史的変遷を講義し，必ずしも誤った理論から正しい理論へ展開されてきたのではな

く，経済的環境変化により会計理論が展開されてきたことを明らかにし，新会社法による会計の制度的側面の変化について講義

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Ⅰ 財務会計の基礎 

2.  （１） 財務会計とは？ 

 （２） 財務会計の制度性と公共性 

3. Ⅱ 基礎的会計理論 

 （１） 理論とは？ 

  実証的命題と規範的命題 

4.  （２） 動態論と静態論① 

  静態論とは？ 

5.  （２） 動態論と静態論② 

  動態論とは？ 

6.  （２） 動態論と静態論③ 

  新静態論の展開とＦＡＳB による資産・負債ア 

  プローチと収益費用アプローチ 

7.  （３） 概念フレームワーク① 

  ＦＡＳＢとＩＡＳＢの概念フレームワーク論 

8.  （３） 概念フレームワーク② 

  日本の概念フレームワーク 

9. Ⅲ 日本の会計制度 

 （１） 会計の制度的枠組み 

10.  （２） 新会社法による新たな展開① 

11.  （２） 新会社法による新たな展開② 

12. Ⅳ 収益・費用 

 （１） 収益・費用の概念と測定 

13.  （２） 包括利益について① 

14.  （２） 包括利益について② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に，テキストと授業の該当箇所を示しますので，予習してきてください。また、授業後参考文献を含め復習してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 広瀬義州、2015 年、『財務会計論（第 13 版）』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-16341-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 森川八洲男、2006 年、『体系財務諸表論（第２版）』、中央経済社 

2. 桜井久勝、2015 年、『財務会計講義（第１6 版）』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-14381-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業は講義形式で、パワーポイントを用いて行います。blackboard の利用はありません。 

数回行うリアクションペーパーについては次回授業開始時にフィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX240／財務会計論２ 

(Financial Accounting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 幸路(KURATA KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

財務会計は、現状の経済的事象の変化によりたえず変化しています。このような、現在の財務会計の具体的論点を理解し，現在

の会計がかかえる問題点を知ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の会計の問題点は多岐にわたり，また，基礎的理論（考え方）に基づいているため，財務会計論１ での知識を前提として，

個別の資産、負債、純資産の各項目について、個別具体的論点について講義する。各論点の基本的考え方を中心に，具体例お

よび新聞の記事等も利用しながら講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Ⅰ 資産の概念と測定 

 （１） 資産の概念と測定 

2.  （２） 金融商品の時価評価 

3.  （３） 固定資産の減損 

4.  （４） リース資産・負債の開示 

5.  （５） 無形資産 

6.  （６） 繰延資産 

7.  （７） 外貨換算会計 

8.  （８） 税効果会計 

9. Ⅱ 負債の概念と測定 

 （１） 負債の概念と測定 

10.  （２） 引当金 

11.  （３） 退職給付会計 

12.  （４） 資産除去債務 

13. Ⅲ 純資産の表示 

 （１） 会計理論上の資本の分類 

14.  （２） 純資産の部の区分と変容 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの該当箇所を事前に示しますので，予習してきてください。また、授業後テキスト、参考文献等の該当箇所を復習するこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 広瀬義州、2015 年、『財務会計論（第１3 版）』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-16341-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 森川八洲男、2006 年、『体系財務諸表論（第２版）』、中央経済社 

2. 桜井久勝、2015 年、『財務会計講義（第１6 版）』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-14381-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式で行い、パワーポイントを用いて行います。blackboard の利用はありません。 

数回行うリアクションペーパーについては次回授業開始時にフィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX241／管理会計論１ 

(Management Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営管理者の意思決定や業績管理に有用な会計手法についての知識を習得する。適切な管理会計システムの設計・利用につ

いて、設例・計算問題をもとに自身で考える機会を設ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では､経営管理者の意思決定や業績管理に役立つ会計手法について､その手法の計算プロセスの説明を行うとともに､そ

の手法の生成の歴史的背景､果たすべき機能とそれを実現するための要件､手法が有する問題点などの論点についても説明を

行う｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 短期利益計画のための管理会計(1)(CVP 分析の基本公式など) 

3. 短期利益計画のための管理会計(2)(損益分岐点比率、経営レバレッジ係数など) 

4. 短期利益計画のための管理会計(3)(複数製品の場合の CVP分析、最適セールズミックスの決定) 

5. 予算管理(1)(予算の種類・機能、予算編成プロセス) 

6. 予算管理(2)(予算統制、予算の人間行動への影響など) 

7. 中間テスト 

8. 予算管理(3)・中期経営計画のための管理会計(1) 

9. 中期経営計画のための管理会計(2)(バランスト・スコアカード) 

10. 標準原価管理(1)(標準原価計算生成の背景、標準原価管理のプロセス) 

11. 標準原価管理(2)(標準原価管理のプロセス(続き)、原価差異把握の方法) 

12. 標準原価管理（3）(標準原価管理の有用性) 

13. 原価企画(1)(原価企画のプロセス) 

14. 原価企画(2)(原価企画を効果的に機能させるための仕組み) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習時に取り組む課題や復習問題は各自解いておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間テスト(35%)/出席、課題への取り組み(15%) 

宿題を解いてきていない場合は、出席とカウントしない。 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指定。 

 

参考文献（Readings） 

開講時や各回の授業において指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義する順序を一部変更する場合がある。 

学生による宿題・問題演習の発表を行うことがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX242／管理会計論２ 

(Management Accounting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経営管理者の意思決定や業績管理に有用な会計手法についての知識を習得する。適切な管理会計システムの設計・利用につ

いて、計算問題・設例等をもとに自身で考える機会を設ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では､経営管理者の意思決定や業績管理に役立つ会計手法について､その手法の計算プロセスの説明を行うとともに､そ

の手法の生成の歴史的背景､果たすべき機能とそれを実現するための要件､手法が有する問題点などの論点についても説明を

行う｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・分権的組織の管理会計(1) 

2. 分権的組織の管理会計(2)(事業部の業績評価尺度、本社費・共通費の配賦など) 

3. 分権的組織の管理会計(3)(振替価格の設定、社内資本金制度など) 

4. 分権的組織の管理会計(4)(ミニ・プロフィットセンター） 

5. 原価改善 

6. 中間テスト 

7. 品質原価計算・ABC/ABM/ABB(1)(生成の背景と技法習得・ABC の有用性の理解) 

8. ABC/ABM/ABB(2)（ABM・ABBのプロセス習得） 

9. ABC/ABM/ABB(3)・業務的意思決定のための会計(1)(差額原価の概念など) 

10. 業務的意思決定のための会計(2)(典型的な問題の習得) 

11. 設備投資のための会計(1)(貨幣の時間価値など) 

12. 設備投資のための会計(2)(各技法の計算方法習得と各技法の長所・短所) 

13. 設備投資のための会計(3)(各技法の計算方法習得と各技法の長所・短所) 

14. グローバル企業のための管理会計 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習時に取り組む課題や復習問題は、各自解いておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席・課題への取り組み(20%)/中間テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に指定。 

 

参考文献（Readings） 

開講時に指定。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画の順番を一部変更する可能性がある。 

学生による宿題、問題演習の発表を行うことがある。 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX244／環境会計論 

(Environmental Accounting) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 真由美(MATSUDA MAYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 環境会計の成立、現状、今後の展開および企業が実際に行っている環境情報開示の現状について理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「社会的責任」の重要性が高まり、2010 年には ISO26000 として国際標準化されました。企業による環境への取り組みは積極

的に行われており、環境活動もその一領域として認識されています。 

 日本では「環境会計」が導入されており、 環境保全活動を貨幣的および物量的に認識して情報を開示しています。しかし、環境

会計の概念は一義的なものではありません。そこで、本講義ではさまざまな側面から環境会計をみてゆきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 地球環境と企業活動 

3. ISO14000・26000 シリーズ 

4. 地球温暖化とエネルギー政策 

5. 環境会計の理論的視点と実務的視点 

6. 企業による環境情報開示 

7. 環境省の環境報告、環境会計ガイドライン 

8. 環境報告書を読む(1) 

9. 環境報告書を読む(2) 

10. 排出量取引 

11. 環境汚染とその原状回復 

12. アメリカの環境会計 

13. ヨーロッパの環境会計 

14. 国際統合報告フレームワーク 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

企業のウェブ上の環境情報（社会的責任情報）を読み、関心を持つようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/平常点(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

そのつどプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX245／非営利会計論 

(Accounting for Non-Profit Organizations) 

担当者名 

（Instructor） 
鷹野 宏行(TAKANO HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 非営利法人の数と規模の拡大を前提に，企業会計と非営利会計との根本的相違を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 組織体における資産と負債の差額は，資本と呼ばれたり，純資産と呼ばれたり，または正味財産と呼ばれることもある。組織体

には，その差額の増殖を積極的に行い，かつ，元手の拠出者に配当という形で還元することを目的とする営利企業と，その差額

の増殖を心がけるが，元手の拠出者には原則として還元しない非営利組織体とがある。本講義では，後者の非営利組織体にお

ける会計について明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 非営利組織体とは 

2. 非営利組織体の種類 

3. 非営利組織体のアカウンタビリティ 

4. 非営利組織体会計の特徴 

5. 企業会計と非営利会計の相違 

6. 公益法人会計基準の特徴(1) 

7. 公益法人会計基準の特徴(2) 

8. NPO 法人会計基準の特徴(1) 

9. NPO 法人会計基準の特徴(2) 

10. 独立行政法人会計基準の特徴 

11. 学校法人会計基準の特徴 

12. 社会福祉法人会計基準の特徴 

13. 協同組合会計基準の特徴(1) 

14. 協同組合会計基準の特徴(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 簿記，財務会計論を先行履修していることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回，資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX246／会計史１ 

(History of Accounting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
複式簿記の生成と発展 

担当者名 

（Instructor） 
岡嶋 慶(OKAJIMA KEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代企業会計に至る会計の歴史的発展過程を分析・検討することを通じて，現代の企業会計の本質をより深くより適切に理解

し，その将来的道筋を洞察する能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，企業活動の計数的表現過程である会計が，その担い手である企業を取り巻く環境に対応しながら発展してきた事実を

踏まえて，その企業を取り巻く社会的，経済的，法的及び人的環境の変化と会計の進化との因果関係を理解することを主眼とし

て進められる。会計史１では，まず，複式簿記生成に至る準備期として，複式簿記が生成される以前の段階について考察する。

ついで，複式簿記の生成期として，中世ルネサンス期において生成されたとされる複式簿記が登場する歴史的基盤を，社会，経

済，文化，人物といった多面的な要素を取り上げながら，考察する。さらに，複式簿記の普及・改良期として，こうした複式簿記の

原型が様々な地域の企業に受け入れられていく過程と新たな企業環境の変化や社会的要求に順応していく過程を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：会計史を学ぶ意義 

2. 会計史の対象と方法 

3. 会計の起源：複式簿記前史 

4. 複式簿記「起源論」 

5. ヴェネツィア式簿記とパチョーリ(1)：『スムマ』以前 

6. ヴェネツィア式簿記とパチョーリ(2)：『スムマ』の史的意義 

7. ヴェネツィア式簿記の伝播とその背景 

8. ネーデルラントにおける発展：イムピンとステヴィン 

9. 期間損益計算の成立 

10. フランスにおける展開と商事王令 

11. イギリスにおける発展 

12. 貸借対照表・損益計算書の形成 

13. 日本の伝統簿記 

14. 洋式簿記の導入 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

会計史の理解には簿記および会計の基本的知識が必須とされるので，毎回受講前に予めその単元で扱われる基礎的な会計知

識を確認しておくこと。また，授業は，歴史的背景の考察を含めて凝縮された内容で進められていくので，毎回，しっかり復習をし

て，次回の授業に備えるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/受講態度（リアクションを含む）・小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 友岡 賛、2016、『会計の歴史』、税務経理協会 (ISBN:4-419-06375-7) 

毎回，プリントを配布します（上記テキストは，購入しなくて構いません）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中野常男・清水泰洋（編著）、2014、『近代会計史入門』、同文舘出版 (ISBN:4-495-20091-6) 

2. 千葉準一・中野常男（責任編集））、2012、『会計と会計学の歴史』、中央経済社 (4-502-4499-1) 

3. 平林喜博（編著）、2005、『近代会計成立史』、同文舘出版 (ISBN:4-495-18301-X) 

4. リトルトン／片野一郎訳、1978、『会計発達史〔増補版〕』、同文舘出版 (ISBN:4-495-11786-6) 

5. 茂木虎雄、1969、『近代会計成立史論』、未來社 (ISBN:4-624-32035-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BX247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX247／会計史２ 

(History of Accounting 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代会計制度の成立 

担当者名 

（Instructor） 
岡嶋 慶(OKAJIMA KEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代企業会計に至る会計の歴史的発展過程を分析・検討することを通じて，現代の企業会計の本質をより深くより適切に理解

し，その将来的道筋を洞察する能力を身につけることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，企業活動の計数的表現過程である会計が，その担い手である企業を取り巻く環境に対応しながら発展してきた事実を

前提として，その企業を取り巻く社会的，経済的，法的及び人的環境の変化と会計の進化との因果関係を理解することを主眼と

して進められる。会計史２では，近代会計の生成・発展期として，近代産業社会の成熟に伴う複式簿記確立の実態，そこに確立

された近代会計制度，近代会計を形成する会計実務と会計理論について，様々な角度から考察する。さらに，現代会計の生成

期として，工業化や企業規模の拡大，企業活動の複雑化が会計に及ぼした影響について分析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代会計の成立環境(1)：株式会社の生成と発展 

2. 近代会計の成立環境(2)：近代会社法の生成 

3. 産業革命と複式簿記の確立 

4. 固定資産会計の生成(1)：鉄道会社と複会計システム 

5. 固定資産会計の生成(2)：減価償却 

6. 近代会計制度の成立環境 

7. 会計プロフェッションの登場 

8. 会計プロフェッショナルによる監査の成立 

9. 証券市場の発達と近代会計制度の展開 

10. 近代会計学の成立(1)：資本主理論と企業主体理論 

11. 近代会計学の成立(2)：取得原価主義会計 

12. 工業化と巨大株式会社会計 

13. 企業集団の形成と連結財務諸表 

14. 工業化と管理会計 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

会計史の理解には会計の基本的知識が必須とされるので，毎回受講前に予めその単元で扱われる基礎的な会計知識を確認し

ておくこと。また，授業は、歴史的背景の考察も含めて凝縮された内容で進められていくので，毎回，しっかり復習をして，次回の

授業に備えるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/受講態度（リアクションを含む）・小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 友岡 賛、2016、『会計の歴史』、税務経理協会 (ISBN:4-419-06375-7) 

毎回，プリントを配布します（上記テキストは，購入しなくて構いません）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中野常男・清水泰洋（編著）、2014、『近代会計史入門』、同文舘出版 (ISBN:4-495-20091-6) 

2. 千葉準一・中野常男（責任編集）、2012、『会計と会計学の歴史』、中央経済社 (ISBN:4-502-44990-1) 

3. 平林喜博（編著）、2005、『近代会計成立史』、同文舘出版 (ISBN:4-495-18301-X) 

4. リトルトン／片野一郎訳、1978、『会計発達史〔増補版〕』、同文舘出版 (ISBN:4-495-11786-6) 

5. 茂木虎雄、1969、『近代会計成立史論』、未來社 (ISBN:4-624-32035-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BX248 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX248／会計情報論１ 

(Electronic Data Processing Systems 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会計データモデルの基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
坂上 学(SAKAUE MANABU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計情報システムの設計・開発は、一定のデータベース管理システム（DBMS）を前提として進められるが、その際に鍵となるの

が会計データモデルである。本講義では、REA会計モデルに代表される会計データモデル論がこれまでどのように展開してきた

かを概観し、会計データモデルの基礎を理解することを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計データモデル研究は、Sorter の事象アプローチをきっかけとして、主としてデータベース理論の一領域であるデータモデル論

の展開とともに進展してきたといえる。具体的には、階層モデル、網モデル、関係モデル、実体関連モデル、オブジェクト指向モデ

ルなどのモデルの提唱されてきたが、これらのデータモデルが会計領域にどのように応用されてきたかについて学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義の概要と進め方 

2. 事象理論の形成 

3. 事象理論研究の展開 

4. データモデリングの基本と ANSI/X3/SPARC の 3 層スキーマ 

5. 階層モデルおよび網モデルによる会計データモデル論の展開 

6. 関係モデルによる会計データモデル論の展開（１）－データベースの構造－ 

7. 関係モデルによる会計データモデル論の展開（２）－データベースの一貫性－ 

8. 関係モデルによる会計データモデル論の展開（３）－データ操作言語－ 

9. オブジェクト指向モデルによる会計データモデルの展開 

10. REA会計モデル（１）－実体関連モデルの基礎－ 

11. REA会計モデル（２）－抽象化手法の応用－ 

12. 会計事象の体系化とオントロジー 

13. REA会計モデルのオントロジー分析 

14. 本講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストを読んで、あらかじめ分からない点などを把握したうえで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/ミニテスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂上学、2016、『事象アプローチによる会計ディスクロージャーの拡張』、中央経済社 (ISBN:4502182710) 

 

参考文献（Readings） 

1. 増永良文、2003、『リレーショナルデータベース入門－データモデル・SQL・管理システム〔新訂版〕』、サイエンス社 

(ISBN:4781910246) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ホームページ：http://www.sakauelab.org/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BX249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX249／会計情報論２ 

(Electronic Data Processing Systems 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
電子開示システムと XBRLの基礎を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
坂上 学(SAKAUE MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、電子開示システムの仕組みと、財務情報を記述する際に用いられる拡張可能な事業報告言語 XBRLの基礎知識

を習得することを目標としている。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日においては、アメリカ SECによる EDGAR や日本の金融庁による EDINET などの電子開示システムを通じて、財務会計情報

が自由に入手できるようになり、高度な会計情報の利用が可能となっているが、ここに至るまでの技術的な展開を踏まえながら

電子開示システムの歴史を概観し、財務会計情報を記述するために開発されたコンピュータ言語である XBRLの基本について

学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義の概要と進め方 

2. 電子開示システムの始動と SGML 

3. EDINET システムの概要と HTML 

4. 事業報告言語 XBRL と 3 つの基礎概念 

5. XBRL タクソノミの基礎 

6. EDINET タクソノミの構造 

7. XBRL インスタンスの基礎 

8. EDINET の XBRL インスタンス 

9. ディメンションの基本 

10. ディメンションによる未集約情報の記述 

11. XBRL GLの基礎 

12. XBRL GLデータと財務報告との連携－SRCD－ 

13. SRCD による事象会計報告システムの実現可能性 

14. 本講義のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストを読んで、あらかじめ分からない点などを把握したうえで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/ミニテスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂上学、2016、『事象アプローチによる会計ディスクロージャーの拡張』、中央経済社 (ISBN:4502182710) 

 

参考文献（Readings） 

1. 坂上学、2011、『新版 会計人のための XBRL入門』、同文舘 (ISBN:4495189328) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ホームページ：http://www.sakauelab.org/ 

 

注意事項（Notice） 
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■BX250 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX250／会計監査論１ 

(Auditing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 会計監査の目的，意義，内容等についての基本的知識を修得し，監査が果たす役割の重要性について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 会計監査（財務諸表監査）とは，企業が公表する財務諸表の適正性（正しいか否か）について，監査人が専門的見地から意見

を表明する行為である。本講義では，この監査のプロセス全般を対象とする。また，企業の内部統制や粉飾決算事件等の最新

のトピックを重視し，事例を含めて解説する。 

 そのため，本講義では，監査のプロセスを説明することはもちろん，新聞や雑誌等の記事を補助資料として用いて，われわれの

社会において生じている種々の問題に「監査」がどのように関わっているのかを説明し，監査が果たす役割の重要性について理

解を促す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・監査とは何か 

2. 会計監査と財務諸表の虚偽表示 

3. 監査のニーズ 

4. 監査人としての公認会計士・監査法人 

5. 監査人の責任 

6. 監査の品質管理 

7. 監査基準（あるいはゲスト・スピーカー） 

8. 監査戦略 

9. 監査リスク・アプローチ 

10. 事業上のリスクを考慮したリスク・アプローチ 

11. 監査計画と監査上の重要性 

12. サンプリングと監査手続 

13. 分析的手続 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の冒頭でハンドアウトを用いて前回の復習を行う。その際，受講者を指名して回答を求めるので，回答できるように前回の

復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/最終レポート(Final Report)(15%)/Quiz およびアンケート等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山浦久司、『監査論テキスト』、中央経済社 

 

参考文献（Readings） 

1. 山浦久司、『会計監査論』、中央経済社 

2. 鳥羽至英他、2015、『財務諸表監査』、国元書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 Blackboard 経由で Quiz への解答やレポート提出等を求める。また、一部、反転授業も取り入れる予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX251／会計監査論２ 

(Auditing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 財務諸表監査の制度論および報告論の領域ならびに内部統制等についての基礎的な考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 財務諸表監査制度は，資本主義経済を支えるインフラストラクチャーであると言われ，特に最近その役割が注目されている。 

 そこで，本講義では，現在の監査制度（金融商品取引法監査及び会社法監査）について説明する。また，報告論の領域では，

監査報告書の内容および形式などを取り扱う。なお，現在の監査制度について考える材料とするため，監査の歴史，内部統制，

企業不正（粉飾決算を含む）事例等も紹介する。さらに，監査業務に携わる公認会計士をゲストスピーカーとして迎え，監査実務

について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・監査意見とは 

2. 監査の実施に係る制約事項と監査意見 

3. 財務諸表中の不適正事項と監査意見 

4. 粉飾決算の方法と事例 

5. 金融商品取引法監査制度 

6. 四半期財務諸表と四半期レビュー 

7. 会社法監査制度 

8. 会社機構と監査制度・会計監査人 

9. ゲストスピーカーによる監査実務の解説 

10. 不正と内部統制 

11. 内部統制の基本的要素１ 

12. 内部統制の基本的要素２・内部統制の限界 

13. 内部統制の監査・監査の歴史 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の冒頭でハンドアウトを用いて前回の復習を行う。その際，受講者を指名して回答を求めるので，回答できるように前回の

復習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/最終レポート(Final Report)(15%)/Quiz およびアンケート等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山浦久司、『監査論テキスト』、中央経済社 

 

参考文献（Readings） 

1. 山浦久司、『会計監査論』、中央経済社 

2. 鳥羽至英他、2015、『財務諸表監査』、国元書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 Blackboard 経由で Quiz への解答やレポート提出等を求める。 また、一部、反転授業を取り入れる予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX252／会計政策論１ 

(Accounting Policy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
企業会計基準設定過程の研究 

担当者名 

（Instructor） 
尾上 選哉(ONOE ELIYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、経済社会におけるインフラとして役割を果たしている会計基準の設定がどのような枠組みのもとで行われているか、

また会計基準の設定が企業や社会にどのような影響を及ぼしたか、また及ぼしうるかを理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の会計政策１では、テキストを用いながら、会計規制としての会計基準の設定の枠組み、またその設定プロセス等につい

て解説を行う。特に、今回はアメリにおける会計規制を中心に取り扱い、講義形式ではあるが、受講生による発表や討議なども

取り入れながら、授業を進める予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 会計政策とは 

3. 会計基準の設定機関 

4. 証券二法の制定過程 

5. SEC 創設期における会計規制の方向性 

6. 1933 年証券法の制定までの自主的会計規制 

7. 会計プロフェッションによる自主規制体制の確立 

8. 米国の石油・ガス会計 

9. 金融規制と会計規制の相克 

10. 英国における PFI会計  

11. 国際的な PFI会計基準の設定と承認 

12. グローバルな会計規制の枠組みとその変化 

13. グローバルな会計規制へのわが国の対応 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義においては予習が必須となる。講義予定のテキスト箇所を読み、わからない用語等については辞書や参考文献、イ

ンターネットなどを用いて調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内での発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大石桂一、2015、『会計規制の研究』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-48060-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 大石桂一、2000、『アメリカ会計規制論』、白桃書房 (ISBN:4-561-36081-6) 

2. 杉本徳栄、2009、『アメリカ SEC の会計政策』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-29450-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

■第１回目の授業において授業法浸透について説明するので、受講予定者は必ず出席すること。 

■受講者人数によっては、グループに分け、グループの中で毎回の発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いなが

ら、テキストを１章ずつ読み進めていくことを予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX253／会計政策論２ 

(Accounting Policy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
非営利会計の基準設定過程の研究 

担当者名 

（Instructor） 
尾上 選哉(ONOE ELIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、経済社会におけるインフラとして役割を果たしている会計基準の設定がどのような枠組みのもとで行われているか、

また会計基準の設定が企業や社会にどのような影響を及ぼしたか、また及ぼしうるかを理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期の会計政策２では、テキストを用いながら、アメリカにおける非営利組織の会計基準設定過程を取り上げて教授する。講

義形式ではあるが、受講生による発表や討議なども取り入れながら、授業を進める予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 米国における財務会計の基礎概念（１） 

3. 米国における財務会計の基礎概念（２） 

4. 第１次フリーマン委員会報告書（１） 

5. 第１次フリーマン委員会報告書（２） 

6. 第２次・第３次フリーマン委員会報告書（１） 

7. 第２次・第３次フリーマン委員会報告書（２） 

8. アンソニー報告書（１） 

9. アンソニー報告書（２） 

10. 非営利会計概念フレームワーク（１） 

11. 非営利会計概念フレームワーク（２） 

12. FASB 財務会計基準第 117 号『非営利組織の財務諸表』（１） 

13. FASB 財務会計基準第 117 号『非営利組織の財務諸表』（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義においては予習が必須となる。講義予定のテキスト箇所を読み、わからない用語等については辞書や参考文献、イ

ンターネットなどを用いて調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内での発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池田亨誉、2007、『非営利組織会計概念形成論』、森山書店 (ISBN:978-4-8394-2050-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒川保美・鷹野宏行・船越洋之・森本晴生、2001、『FASB NPO 会計基準』、中央経済社 (ISBN:4-502-18093-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

■第１回目の授業において授業方針等について説明するので、受講予定者は必ず出席すること。 

■受講者人数によっては、グループに分け、グループの中で毎回の発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いなが

ら、テキストを１章ずつ読み進めていくことを予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX254／原価計算論１ 

(Cost Accounting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原価計算と「原価計算基準」 

担当者名 

（Instructor） 
内野 一樹(UCHINO KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原価計算という行為の特質を「原価計算基準」の歴史に即して理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 原価とは，ある目的のために犠牲とされる経済的諸資源を貨幣的に測定したものを意味している。本講義では，まず「原価とは

何か？」という問いを糸口にして，原価計算がどのような行為であるかを段階的に明らかにしていきたい。したがって、春学期は、

原価計算の基本プロセスの 3 段階（要素・場所・負担者）の習熟につとめることになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原価と原価計算 (1)意義 

2. 原価と原価計算 (2)目的 

3. 費目別計算 (1)原価要素の分類 

4. 費目別計算 (2)材料費･労務費･経費 

5. 部門別計算 (1)部門個別費・部門共通費 

6. 部門別計算 (2)補助部門費 

7. 部門別計算の復習 

8. 製品別計算 (1)個別原価計算 

9. 製品別計算 (2)総合原価計算 

10. 製品別計算 (2)総合原価計算（諸形態） 

11. 製品別計算 (2)総合原価計算（仕掛品） 

12. 製品別計算 (2)総合原価計算（材料追加） 

13. 製品別計算 (3)個別原価計算と総合原価計算の異同 

14. 春学期の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，開講時に配布する授業計画表において行う。また講義資料の例題・計算問題を通して復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード兼出席票の内容(30%) 

開講時（4 月）に確認する。 

 

テキスト（Textbooks） 

担当教員が講義資料を作成する。市販のテキストについては開講時（4 月）に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の進行に応じて，適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業は、テキスト、講義資料（紙媒体）、プレゼンテーションソフト(PowerPoint)を用いて進めることを予定している。より詳

細なシラバスは、開講時に配布する授業計画表において確認する。 

また講義資料は、各自の責任において入手して、予習・復習に活用してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX255／原価計算論２ 

(Cost Accounting 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原価計算と戦略的コスト･マネジメント 

担当者名 

（Instructor） 
内野 一樹(UCHINO KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦略的思考の発展と原価概念の広がりについて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では，原価計算論 1 のレベルの計算プロセスを理解していることを前提として，近年，戦略的コスト・マネジメントという用

語の下で盛んに議論されている原価概念の拡張について考える材料を提供していきたい。したがって、秋学期は、伝統的な原価

計算とは異なるさまざまな計算プロセスを各論的に学ぶことになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 原価概念の拡張（原価計算と原価管理） 

2. 標準原価計算 (1)基本思考（科学的管理法と原価計算）） 

3. 標準原価計算 (2)材料費差異と労務費差異 

4. 標準原価計算 (3)製造間接費差異 

5. 標準原価計算の復習 

6. 直接原価計算 (1)基本思考（世界恐慌と原価計算） 

7. 直接原価計算 (2)損益分岐点分析 

8. 直接原価計算 (3)感度分析 

9. 直接原価計算の復習 

10. 戦略的原価計算 (1)活動原価 

11. 戦略的原価計算 (2)ライフサイクル原価 

12. 戦略的原価計算 (3)品質原価 

13. 戦略的原価計算 (4)目標原価 

14. 戦略的原価計算の復習（Made in America、Relevance Lost と原価計算） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，開講時(9月)に配布する授業計画表において行う。また講義資料の例題・計算問題を通して復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントカード兼出席票の内容(30%) 

開講時（9 月）に確認する。 

 

テキスト（Textbooks） 

担当教員が講義資料を作成する。市販のテキストについては開講時（9 月）に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の進行に応じて，適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業は、テキスト、講義資料（紙媒体）、プレゼンテーションソフト（PowerPoint) を用いて進めることを予定している。より詳

細なシラバスは、開講時に配布する授業計画表において確認する。 

また講義資料を毎回配布するので、各自の責任において入手して、予習・復習に活用してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX256／国際会計論１ 

(International Accounting 1) 

担当者名 

（Instructor） 
渡邉 雅雄(WATANABE MASAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際財務報告基準（IFRS）を体系的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の会計制度において，日本の会計基準と IFRS とのコンバージェンスが進められるだけではなく，IFRS の任意適用も既にな

されており，今後はその適用企業数の拡大も見込まれている。そうしたなか，IFRS の学習の重要性も高まっている。IFRS の学習

においては，IFRS に従って経済事象を会計処理するにあたり必要となる見積りや判断をする能力を醸成することが必要とされて

いる。こうした観点から，この講義では，IFRS の基本的な考え方に重点を置きながら，各基準書を体系的に学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際会計論の範囲，IFRS の体系 

2. 概念フレームワーク：財務報告の目的と財務情報の質的特性  

3. 概念フレームワーク：財務諸表の構成要素とその認識・測定 

4. IFRS の考え方とその背景１  

5. IFRS の考え方とその背景２  

6. IFRS による財務諸表 

7. 棚卸資産の会計と収益認識 

8. 引当金の会計，退職給付会計 

9. 固定資産の会計と減損会計 

10. リース会計，投資不動産の会計 

11. 金融商品の会計 

12. ヘッジ会計，公正価値測定 

13. 企業結合会計 

14. 持分投資の会計 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の進展にあわせて，IFRSの内容について取引レベルと理論レベルの両面において正しく理解していくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 秋葉賢一 、2016、『エッセンシャル IFRS（第 5 版）』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-21361-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. IFRS 財団編 企業会計基準委員会・公益財団法人財務会計基準機構監訳、20156、『IFRS 基準 2016』、中央経済社 

(ISBN:978-4-502-19411-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX257／国際会計論２ 

(International Accounting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
渡邉 雅雄(WATANABE MASAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計基準の国際的統一化の経緯と必要性，その理論的課題について理解する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

これまで各国の企業会計制度は，それぞれの経済的・法律的あるいは文化的風土のもとで独自の発展を遂げてきた。しかし，企

業経営の国際化により国際取引が増大し，かつ資金移動のボーダレス化が進展するにつれて，国際的に事業を展開する企業に

対しては国際的に比較可能な会計情報を作成することが求められるようになるとともに，国際的な会計基準へのニーズも高まっ

てきた。また，自国の会計基準を国際的に承認される会計基準と統一させることが要求されるようになってきた。この講義では，こ

うした会計基準の国際的統一化という現象を手がかりとして，会計国際化の背景と必要性，およびその理論的課題を学ぶ。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国際取引の拡大と国際資本市場の発達  

2. 企業会計制度の国際的多様性 

3. 各国の企業会計制度の類型化 

4. 日本の企業会計制度 

5. イギリス・アメリカ・ドイツ・フランスの企業会計制度 

6. 会計基準の国際的統一化への 3 つの段階，会計基準の国際的調和化の要請とその担い手 

7. IFRS の設定 

8. IAS/IFRS の展開 

9. 会計基準のコンバージェンスとアメリカの対応  

10. 会計基準のコンバージェンスと EU の対応 

11. 会計基準のコンバージェンスと日本の対応 

12. 会計基準開発と概念フレームワーク 

13. 国際取引の会計：外貨建取引の会計処理 

14. 国際取引の会計：為替予約の会計処理，在外事業体の財務諸表項目の換算 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の内容を補足するために，参考文献を初め国際会計に関する基本図書を熟読すること。また，講義内容をよりよく理解する

ために，財務会計論を学び，日本の会計制度について正しく理解をしていくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森川八洲男、2015、『国際会計論』、白桃書房 (ISBN:978-4-561-35208-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉本徳栄、2008、『国際会計 改訂版』、同文館出版 (ISBN:978-4495185725) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX258／税務会計論 

(Tax Accounting) 

担当者名 

（Instructor） 
尾上 選哉(ONOE ELIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 7 月 5 日担当者変更 

【変更前の担当者】未定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

税務会計の理論及び所得金額の計算構造を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

税務会計は，企業会計における企業利益を前提とし，法人税法に基づいて，法人税の課税標準である所得金額を算定するため

の会計である。講義では， 主として企業会計における企業利益と法人税の所得金額との差異の内容及びその原因について解

明する。また，企業会計の動向に伴って生ずる問題点についても言及する。 

法人税法の改正動向についても解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 総論（税務会計の意義） 

2. 総論（所得金額の計算に関する基本規定） 

3. 総論（所得金額の計算構造） 

4. 総論（「別段の定め」の根底にある考え方その１） 

5. 総論（「別段の定め」の根底にある考え方その２） 

6. 総論（まとめ）課題 

7. 各論（益金に関する諸問題（受取配当等益金不算入制度その１） 

8. 各論（益金に関する諸問題（受取配当等益金不算入制度その２） 

9. 各論（益金に関する諸問題（受取配当等益金不算入制度その３） 

10. 各論（益金に関する諸問題（時価移転，圧縮記帳・課税の繰延べ） 

11. 各論（損金に関する諸問題（役員給与の損金算入制限）） 

12. 各論（損金に関する諸問題（寄附金の損金算入制限）） 

13. 各論（損金に関する諸問題（交際費等の損金算入制限）） 

14. 総まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習よりも，むしろ，復習に取り組んでいただきたい。 

特に，専門用語について確認されたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題及び宿題の提出(35%)/疑問点に対する質問(5%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂本雅士、2018、『現代税務会計論』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-26351-4) 

2018 年 7 月 14 日付変更（変更理由：誤記訂正） 

【変更前の記載内容】 

書籍名：現代税務会計入門 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX262／上級簿記１ 

(Advanced Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 浩二(TAKAHASHI KOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級簿記を学習した学生を対象に、その復習をするとともに次のステップを目指した簿記の内容を学んでいきます。会計学で学

ぶような理論の理解なども上級簿記では必要になってきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では中級簿記に引き続き、株式会社に関する簿記を学習しますが、中級簿記では学習してこなかった論点なども多数出

てきます。日商簿記 1 級の論点に踏み込んでいきますので、単純な仕訳だけでなく理論的な理解も必要となります。また実務で

実際に行われている処理なども含めて学習してきます。テキストは「合格テキスト 日商簿記 1 級 商業簿記・会計学」シリーズの

Ⅱを使用します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 株式会社の財務諸表（１）  

2. 株式会社の財務諸表（２） 

3. 棚卸資産の基礎 

4. 税金・税効果会計（税効果の対象となる税金計算の概略） 

5. 税金・税効果会計（２） 

6. 金銭債権・貸倒引当金（１） 現在割引価値の考え方 

7. 金銭債権・貸倒引当金（２） 

8. 有価証券（１） 

9. 有価証券（２） 

10. 有価証券（３） 

11. 外貨換算会計 

12. デリバティブ取引（デリバティブの基礎、為替予約） 

13. デリバティブ取引（その他） 

14. 春学期まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までに学習した内容を確実に行えるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

出席が 50％超を前提として成績で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ＴＡＣ株式会社、『合格テキスト日商簿記 1 級 商業簿記・会計学Ⅱ』、ＴＡＣ出版 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX263／上級簿記２ 

(Advanced Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 浩二(TAKAHASHI KOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級簿記を学習した学生を対象に、その復習をするとともに次のステップを目指した簿記の内容を学んでいきます。会計学で学

ぶような理論の理解なども上級簿記では必要になってきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では中級簿記に引き続き、株式会社に関する簿記を学習しますが、中級簿記では学習してこなかった論点なども多数出

てきます。日商簿記 1 級の論点に踏み込んでいきますので、単純な仕訳だけでなく理論的な理解も必要となります。また実務で

実際に行われている処理なども含めて学習してきます。テキストは「合格テキスト 日商簿記 1 級 商業簿記・会計学」シリーズの

Ⅱ及びレジュメを使用します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 有形固定資産（１） 減価償却等 

2. 有形固定資産（２） 減価償却等・現在割引価値 

3. 有形固定資産（３） 減損会計 

4. リース資産（１） 

5. リース資産（２） 

6. 引当金 

7. 退職給付債務（１） 

8. 退職給付会計（２） 

9. 退職給付会計（２） 

10. 連結会計（１） 個別財務諸表と連結財務諸表、連結の範囲 

11. 連結会計（２） 連結の基本的な考え方・資本連結 

12. 連結会計（３） 内部取引の消去と債権債務消去 

13. 連結会計（４） 未実現利益の消去 

14. 秋学期まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義で習った内容を次の講義までに十分理解できるようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

出席が 50％超を前提として成績で評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ＴＡＣ株式会社、『合格テキスト 日商簿記 1 級 Ⅱ』、ＴＡＣ出版 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX267 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX267／現代経済論 

(Modern Economy) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 勝（KANEKO MASARU） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

通説にとらわれずに、日本経済を全体的に見る視点を持ち、個々の問題の関連性を追求し、問題を解決するために何をどうすべ

きかを考える能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

バブル崩壊以降、日本経済は長期停滞にある。それは世界経済の大転換期と重なっている。金融、エネルギー、社会保障など

の分野をあげて、今がどのような意味で歴史的大転換期であるかを明らかにし、日本経済が直面する問題を克服する政策を提

示したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 非線形的変化と経済の周期性―シュンペーターの見方を手がかりにして 

2. 「失われた２０年」の仕組み―ＧＤＰ，財政赤字、賃金、雇用、そして産業 

3. アベノミクスの問題性―ポピュリズムの政治と個性 

4. バブル循環と金融危機―１９８０年代以降の資本主義の変質 

5. バブル崩壊と不良債権処理―手術と処方箋 

6. 日銀の金融緩和の危険性 

7. 原発事故と無責任体制―不良債権化した原発と東芝の経営危機 

8. 電力改革のあり方―原発処理と発送電分離改革 

9. エネルギー転換と地域分散ネットワーク型経済システム 

10. 農業再生について―日欧ＥＰＡおよびＴＰＰ１１と農業政策 

11. 社会保障危機の背後にあるもの―少子高齢化、雇用と家族の解体 

12. 医療と介護―インセンティブの罠 

13. 新しい福祉の考え方―多様性、普遍主義、当事者主権そして分権化 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その時々のテーマに関して参考図書をあげるので、読んで欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/授業参加度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 金子勝・児玉龍彦、2016、『日本病 長期衰退のダイナミズム』、岩波新書 (ISBN:978-4-00-431583-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 金子勝、2013、『原発は火力より高い』、岩波ブックレット (ISBN:978-4-00-270880-5) 

2. 金子勝、2015、『資本主義の克服 「共有論」で社会を変える』、集英社新書 (ISBN:978-4-08-720777-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX268 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／現代経済演習１ 

((Seminar in) Modern Economy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 勝（KANEKO MASARU） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

財政金融、社会保障、エネルギー、産業など日本経済や世界経済の抱える問題を取り上げ、課題意識をもってテーマに取り組

み、各々が自分の意見を形成し、互いに議論ができる能力を磨く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず参加者の希望でテキストを決め、批判的に論理を解剖する能力を身につける。つぎに、自分で調べ自分で論理を組み立てる

能力を習得する。そのための議論と報告を作成する場を設けたい。そのために、時間を若干延長してでも議論をすることがあり、

知的好奇心が旺盛な学生の参加を望む。他のゼミ参加者でも研究志向を持つ者の参加も歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介と問題意識を話し合い、テキストを決める。 

2. テキストクリティーク（１） 

3. テキストクリティーク（２） 

4. テキストクリティーク（３） 

5. テキストクリティーク（４） 

6. テキストクリティーク（５） 

7. テキストクリティーク（６） 

8. 自分たちでテーマを決め、議論する（１） 

9. 自分たちでテーマを決め、議論する（２） 

10. 自分たちでテーマを決め、議論する（３） 

11. 自分たちでテーマを決め、議論する（４） 

12. 自分たちでテーマを決め、議論する（５） 

13. 自分たちでテーマを決め、議論する（６） 

14. 中間総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その時々のテーマや議論の内容に合わせて本や論文を読むことが大事です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告と出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX269 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／現代経済演習２ 

((Seminar in) Modern Economy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 勝（KANEKO MASARU） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

財政金融、社会保障、エネルギー、産業など日本経済や世界経済の抱える問題を取り上げ、課題意識をもってテーマに取り組

み、各々が自分の意見を形成し、互いに議論ができる能力を磨く。演習ⅠとⅡを継続して履修するのが望ましい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず参加者の希望でテキストを決め、批判的に論理を解剖する能力を身につける。つぎに、自分で調べ自分で論理を組み立てる

能力を習得する。そのための議論と報告を作成する場を設けたい。そのために、時間を若干延長してでも議論をすることがあり、

知的好奇心が旺盛な学生の参加を望む。他のゼミ参加者でも研究志向を持つ者の参加も歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. １つの大きなテーマを設定し、それを明らかにするために必要な事項を整理する。 

2. 全体の章立てを立てる（１） 

3. 全体の章立てを立てる（２） 

4. 全体の章立てを立てる（３） 

5. 各章の発表（１） 

6. 各章の発表（２） 

7. 各章の発表（３） 

8. 各章の発表（４） 

9. 各章の発表（５） 

10. 各章の発表（６） 

11. 全体討論（１） 

12. 全体討論（２） 

13. 全体討論（３） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その時々のテーマや議論の内容に合わせて本や論文を読むことが大事です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告と出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX270 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX270／経営史１ 

(Business History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
産業革命から大企業体制の形成へ 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業や経営組織の歴史的変化を学ぶことを通して，現代の企業経営システムがどのように形成され，今後どう変化するかを理解

することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業の経営システムは，経営環境の変化に適応して変化するのみならず，社会慣習や文化変容にも大きく規定されている。本講

では企業経営システムの歴史的変化の過程を，マクロ的な経済変化，社会制度，文化的背景などにも配慮しながら，主にイギリ

スとアメリカを中心に講義する。具体的には、イノベーションや組織能力など基礎的な理論を確認し、そのうえでイギリスにおける

産業革命の意義、会社制度、金融システム、経営管理制度、生産システムなどを中心に、企業制度の発展が経済発展にどのよ

うな役割を果たしてきたかについて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営史の目的と方法 

2. 経営史学の発展 

3. イノベーションと経済発展 

4. 組織能力と現代企業の形成 

5. 産業革命と労働者の形成 

6. 市場の形成と発展 

7. 株式会社制度と歴史的意義 

8. 金融システムの発展 

9. 大量生産体制の形成 

10. ビッグ・ビジネスの成立 

11. 科学的管理法の導入 

12. フォード・システムの形成 

13. トヨタ生産方式の登場 

14. 科学的管理から人的資源管理へ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じ Blackboard 等で指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業で使用する教材は Blackboard に掲出します。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX271 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX271／経営史２ 

(Business History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世・近代の経済発展と企業システムの形成 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業や経営組織の歴史的変化を概観することを通して，日本の経営システムがどのように形成され，その特質は何であったかに

ついて理解することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マクロ的経済変化を与件として，日本企業の経営システムの変化を近世から近代まで概観する。近代日本は世界史的に見ても

稀有な速さで近代産業化を達成した。それを支えたものは，新たな経済制度，市場システム，企業体制などの急速な導入と定着

であった。何故，近代日本はこうした新たな経済システムの急速かつ円滑な受容が可能であったのか。これまで閉鎖的かつ停滞

的と考えられてきた近世経済の歴史的意義を再措定し，近世経済と近代経済を連続的な発展過程と捉える視点から講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営史研究の目的と課題 

2. 近世経済社会の構造 

3. 近世商家経営の特質 

4. 近世商家の経営制度 

5. 開港と明治維新 

6. 封建制から資本制への移行 

7. 労働者階層の創出メカニズム 

8. 近代的企業の生成 

9. 中央銀行制度の導入 

10. 近代的金融システムの成立 

11. 財閥資本の構造と特質 

12. 三井財閥の形成 

13. 三菱財閥の形成 

14. 近代的会社制度の発展過程 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて Blackboard 等により指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業で使用する教材は Blackboard に掲出します。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX272 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX272／現代企業論１ 

(Japanese Enterprise System 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イノベーションの経済学 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

伝統的な新古典派経済学において企業は長くブラックボックスとして扱われてきた。完全競争市場におけるプレイヤーとして最小

費用・最大利益を実現し続ける完璧なマシーンとして存在してきたわけである。しかし，今日では市場の失敗と同じく企業の組織

内部にも非効率性が存在するとした企業観が，むしろ積極的に経済学の議論へと回帰しつつある。本講義ではこうした企業をめ

ぐる経済学の新たな動きに着目しつつ，こうした議論をイノベーションや企業家精神の議論とも融合することで現代企業を理解す

るための理論的なフレームワークの提示を試みる。すなわち，現代企業を読み解く経済学的視点の醸成こそ本講義の目標にほ

かならない。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イノベーションという言葉は現代企業の必須ワードでもある。イノベーションに成功することこそ企業としての成功を意味すると一

般には解されているからである。ではイノベーションを何であり，またその成功とはどのように把握されるのかと問われれば，答え

に窮するのが現状であろう。本講義では近年の経済学における企業理論について解説し，まずは企業に対する経済学的な分析

視角について理解を深める。その上で現代企業におけるイノベーションや企業家精神なるものを経済学のフレームワークを通し

て理解してもらうことを目指している。それは曖昧なイノベーションの概念を明確かつ客観的な理論体系を通じて理解することに

ほかならない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究開発 

3. シュンペーター 

4. 全要素生産性 

5. 生産関数 

6. 新古典派企業 

7. イノベーション 

8. シュンペーター仮説 

9. 企業家精神 

10. X-非効率性 

11. 企業行動仮説 

12. 組織慣性 

13. 内部非効率性 

14. 結論と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は履修登録完了後に Blackboard 上にて履修者に対して行う。各自確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 關智一、2017、『イノベーションと内部非効率性』、白桃書房 (ISBN:4561267026) 

 

参考文献（Readings） 

1. 青木昌彦・伊丹敬之、1985、『企業の経済学』、岩波書店 (ISBN:4000043250) 

2. 池本正純、2005、『企業家とはなにか』、八千代出版 (ISBN:4842913414) 

3. ボーモル、2010、『自由市場とイノベーション』、勁草書房 (ISBN:4326503421) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BX273 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX273／現代企業論２ 

(Japanese Enterprise System 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
直接投資と日本企業 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本企業による直接投資の実態とその理論的解釈について，最新の研究成果やデータ分析結果をもとに検討する。また，日本

経済と直接投資の関係性についても取り上げ，日本企業による直接投資の進展が日本経済の産業構造に与えるインパクトにつ

いても検討を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

直接投資の進展とともに，産業空洞化や雇用喪失がそのコストとして指摘される一方，そのベネフィットについて語られる機会は

少ない。本講義では，日本企業による対外直接投資について，多面的な角度からその実態を明らかにしていく。とくに，現在の日

本製造業による東アジアへの直接投資の進展について，企業戦略としての東アジアネットワークの形成と，その進展の中で取り

残され，また構造変革を求められる日本の国内経済の現況と課題についても考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 加速する日本企業の海外進出 

3. 直接投資とは何か（上） 

4. 直接投資とは何か（中） 

5. 直接投資とは何か（下） 

6. データで見る直接投資 

7. 直接投資の拡大 

8. 直接投資と産業空洞化 

9. 直接投資のベネフィット 

10. 対日直接投資の影響 

11. 直接投資と日本経済の課題 

12. 日本製造業に何が起こっていたのか（上） 

13. 日本製造業に何が起こっていたのか（下） 

14. 結論と課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は履修登録完了後に Blackboard 上にて履修者に対して行う。各自確認して予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 清田耕造、2015、『拡大する直接投資と日本企業』、エヌティティ出版 (ISBN:4757123191) 

 

参考文献（Readings） 

1. 戸堂康之、2008、『技術伝播と経済成長』、勁草書房 (ISBN:432654600X) 

2. 深尾京司、2012、『「失われた 20 年」と日本経済』、日本経済新聞出版社 (ISBN:4532134110) 

3. NHK 取材班、2013、『メイド・イン・ジャパン 逆襲のシナリオ』、宝島社 (ISBN:4800207355) 

4. 元橋一之、2014、『日はまた高く 産業競争力の再生』、日本経済新聞出版社 (ISBN:4532355907) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX274 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX274／コーポレートガバナンス論１ 

(Corporate Governance 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
株式会社制度とコーポレート・ガバナンス 

担当者名 

（Instructor） 
三和 裕美子(MIWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では，現代の企業形態を代表する｢株式会社｣に焦点をあて，学生が上場企業の「コーポレートガバナンス」（企業統治）の

本質と実態を理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コーポレートガバナンスを定義し，その目的を明らかにする。株式会社制度がどのように発展してきたのかを学び，現代のコーポ

レートガバナンスの実態，問題点を分析する。また証券市場が高度に発達している今日，企業の資金調達，運用の場としての証

券市場とコーポレートガバナンスについて学生が理解きるよう講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コーポレートガバナンス論１の課題 

2. コーポレートガバナンスの目的と今日的課題 

3. 企業形態の展開 

4. 証券市場と株式会社制度 

5. 日本の会社制度史 

6. コーポレートガバナンスと企業価値 

7. 株価の形成とコーポレートガバナンス指標 

8. 企業の社会的責任（ＣＳＲ）とコーポレートガバナンス 

9. 企業不祥事と外部監査 

10. 内部統制システム 

11. 株主によるエンゲージメント 

12. 機関投資家のＥＳＧ投資とコーポレートガバナンス 

13. ステークホルダーとコーポレートガバナンス 

14. コーポレートガバナンス論１のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定する資料を事前に読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/授業への参加態度(15%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義時に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX275 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX275／コーポレートガバナンス論２ 

(Corporate Governance 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新しいコーポレート・ガバナンスの枠組み 

担当者名 

（Instructor） 
三和 裕美子(MIWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業の多国籍化が進む中で，コーポレートガバナンスの問題は，世界的に検討課題となっている。本講義では，国際的な観点か

らコーポレートガバナンスを理解するとともに，新しいコーポレートガバナンスの枠組みを理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際的な企業の不祥事が頻発し，大きな問題となっていることからコーポレートガバナンスに対する関心が高まっている。本講義

ではコーポレートガバナンスの国際的な比較検討を行い，コーポレートガバナンスの基本的な枠組みを理論的かつ実務的に考え

る。また，コーポレート・ガバナンスの考え方を他の組織形態に適用する新しいコーポレート・ガバナンスのあり方について講義を

行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コーポレートガバナンス２の課題 

2. 日本型コーポレートガバナンス 

3. アングロサクソン型コーポレートガバナンス 

4. フランスのコーポレートガバナンス 

5. ドイツのコーポレートガバナンス 

6. 中国・台湾のコーポレートガバナンス 

7. 韓国のコーポレートガバナンス 

8. シンガポール・マレーシアのコーポレー・ガバナンス 

9. ベトナム・タイ・インドネシアのコーポレートガバナンス 

10. 従来のコーポレートガバナンス理論あたらしいコーポレートガバナンス論 

11. 戦略的コーポレートガバナンス(1) 

12. 戦略的コーポレートガバナンス(2) 

13. 統合的コーポレートガバナンス 

14. コーポレートガバナンス２のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

コーポレートガバナンス関連の新聞記事などに目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(65%)/授業への参加態度(15%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三和裕美子編箸、2016 年、『東アジアとアセアン諸国のコーポレート・ガバナンス』、税務経理協会 (ISBN:978-4-419-06403-

7) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義時に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX276 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX276／国際経営論１ 

(International Business Management 1) 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 雄大(INAMURA KATSUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化とは何か、それが企業経営にどのような影響を及ぼすのかを理解した上で、国際ビジネスを進める際に企業が対

応すべき国や地域ごとのさまざまな「違い」を分析する視点を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の目的は、第一に、国際経営を理解するための前提知識としての「グローバル化」という現象について、それが何を意味し

ており、企業経営にどのような影響を及ぼすのかをしっかりと理解することです。その上で、第二の目的として、企業が国際ビジネ

スを進める際に対応しなければならない、国や地域ごとの「違い」に注目し、どのような「違い」が何に影響し、それに企業はどう対

応しなければならないのかを議論していきます。 

 

本講義ではさまざまなトピックについて、グループ単位で議論／調査／発表を行ってもらいますので、積極的に他の学生とコミュ

ニケーションを取り、また自ら学ぶことのできる学生が受講してくれることを期待します。また講義で用いる資料には英文のものも

多く含まれますので、それに抵抗がない、もしくは国際ビジネスに関連する英語も含めて学びたいという学生はぜひ受講してくだ

さい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： 

国際ビジネス／国際経営とは何か、どのようなトピックがあるか、本講義をどのような構成と方法で進めていくかを説明しま

す。 

2. グローバル化とは①： 

グローバル化という言葉を定義し、市場と生産のグローバル化について説明します。その上で、グローバル化が誰にどのよ

うなプラスもしくはマイナスの影響を及ぼすのかを、具体的に理解してもらいます。 

3. グローバル化とは②： 

グローバル化が特に企業のビジネスに及ぼす影響について考えます。その上で、グループ単位で特定の製品／サービス

のグローバル化の状況、および日本企業の製品／サービスと外国企業の製品／サービスを比較調査・分析し、発表に向け

て準備します。 

4. グローバル化とは③（発表）： 

特定の製品／サービスについて、グローバル化の状況、および日本企業の製品／サービスと外国企業の製品／サービス

を比較調査・分析した結果をグループ単位で発表してもらいます。 

5. グローバル化とは④（発表）： 

特定の製品／サービスについて、グローバル化の状況、および日本企業の製品／サービスと外国企業の製品／サービス

を比較調査・分析した結果をグループ単位で発表してもらいます。 

6. 国の競争優位①： 

国や産業の国際競争力と、それに影響する要因を分析するためのフレームワークとして、ダイヤモンドモデルを紹介しま

す。 

7. 国の競争優位②： 

ダイヤモンドモデルを用いた具体的な分析例を示した上で、グループ単位で特定の製品／サービスの国際競争力を調査・

分析してもらいます。 

8. 国の競争優位③（発表）： 

特定の製品／サービスの国際競争力について、ダイヤモンドモデルを用いて調査・分析した結果をグループ単位で発表し

てもらいます。 

9. 国の競争優位④（発表）： 

特定の製品／サービスの国際競争力について、ダイヤモンドモデルを用いて調査・分析した結果をグループ単位で発表し

てもらいます。 

10. 違いの重要性①： 

企業が対応しなければならない、国や地域ごとの「違い」を分析する視点として、GAGEモデルを紹介します。 

11. 違いの重要性②： 

CAGEモデルのポイントや、国や地域ごとの「違い」への具体的な対応方法を確認します。その上で、特定の製品／サービ

スについて、どのような「違い」が重要となり、それに企業がどのように対応しているのかを調査・分析してもらいます。 

12. 違いの重要性③（発表）： 

CAGEモデルに基づいて特定の製品／サービスを調査・分析した結果を発表してもらいます。 
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13. 違いの重要性④（発表）： 

CAGEモデルに基づいて特定の製品／サービスを調査・分析した結果を発表してもらいます。 

14. 期末テスト（筆記試験） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義ではグループ単位での調査／議論／発表を行ってもらうため、講義内容に関連して、授業時間外に具体的なデータや事

例を調査することが必要となります。また、講義内容をより深く理解するための補足的・発展的な内容については別途資料等を配

布／指示しますので、それらについては授業時間外に確認・学習してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/グループ単位での発表（３回）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Pankaj Ghemawat. 2007. Redefining Global Strategy: Crossing Borders in A World Where Differences Still Matter. Harvard 

Business School Press (ISBN:1591398665) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 237 - 

■BX277 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX277／国際経営論２ 

(International Business Management 2) 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 雄大(INAMURA KATSUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業が国際ビジネスを進める際に直面するさまざまな問題と、それらを解決するための方法を、戦略や組織、マーケティングとい

った視点から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義の目的はまず、企業が国内とはさまざまな環境が異なる他の国においてビジネスを進める際にどのような問題に直面する

かを理解することです。その上で本講義では、それらのさまざまな問題を解決するための方法について、戦略や組織、マーケティ

ングといった視点から分析していきます。 

 

本講義ではさまざまなトピックについて、全体およびグループ単位でのケースディスカッションや、調査／発表を行ってもらいます

ので、積極的に他の学生とコミュニケーションを取り、また自ら学ぶことのできる学生が受講してくれることを期待します。また講義

で用いる資料には英文のものも多く含まれますので、それに抵抗がない、もしくは国際ビジネスに関連する英語も含めて学びた

いという学生はぜひ受講してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： 

国際ビジネス／国際経営とは何か、どのようなトピックがあるか、本講義をどのような構成と方法で進めていくかを説明しま

す。 

2. 外国企業としての不利益： 

SONYの海外進出を事例として、企業が海外でビジネスを進める際にどのような困難に直面するのかを分析します。 

3. 海外進出方法： 

海外進出するための方法にはどのようなものがあり、それぞれどのようなメリット／デメリットがあるのかを理解してもらいま

す。 

4. 国際ビジネスにおける企業の戦略①： 

国際ビジネスにおいて企業が置かれる環境のタイプと、それに対応する戦略のタイプについて理解してもらいます。 

5. 国際ビジネスにおける企業の戦略②： 

CocaCola や資生堂のケースを通じて企業の国際経営戦略を具体的に理解した上で、グループ単位で特定の日本企業と外

国企業の戦略を比較調査・分析し、発表に向けて準備します。 

6. 国際ビジネスにおける企業の戦略③（発表）： 

特定の日本企業と外国企業の戦略を比較調査・分析した結果をグループ単位で発表してもらいます。 

7. 国際ビジネスにおける企業の戦略④（発表）： 

特定の日本企業と外国企業の戦略を比較調査・分析した結果をグループ単位で発表してもらいます。 

8. 国際ビジネスにおける企業の組織①： 

国際ビジネスを進める際の組織デザインについて議論するための前提知識として、分業と調整、また組織デザインといっ

た、組織についての基本的な考え方を理解してもらいます。 

9. 国際ビジネスにおける企業の組織②： 

企業が国際ビジネスを進める際に、戦略と組織をどのように対応させるのか、それらがどのように変化していくのかを通じて

理解してもらいます。 

10. 人材配置： 

国際ビジネスにおける人材配置政策のタイプや、日本企業と外国企業との政策の違いを理解してもらいます。 

11. 文化の違いとダイバーシティ・マネジメント： 

国や地域による文化の違いが組織マネジメントにおいてどのような問題を生むのかを理解した上で、人材の多様化を進め

る際のポイントについて議論します。 

12. 国際マーケティング①： 

日本企業の海外市場におけるマーケティングの事例を通じて、国際マーケティングの難しさを理解してもらいます。 

13. 国際マーケティング②： 

国際マーケティングの具体的なポイントを、セグメンテーションやマーケティングミックス（製品／流通／コミュニケーション／

価格）といったマーケティングの基本的な要素から理解してもらいます。 

14. 期末テスト（筆記試験） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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本講義ではグループ単位でのケースディスカッションや調査／発表を行ってもらうため、講義内容に関連して、事前にケース資料

を読み込んだり、授業時間外に具体的なデータや事例を調査したりすることが必要となります。また、講義内容をより深く理解す

るための補足的・発展的な内容については別途資料等を配布／指示しますので、それらについては授業時間外に確認・学習して

ください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/グループ単位での発表（調査・分析／ケースディスカッション）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料等は講義内で適宜配布／指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX278 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX278／マ－ケティング論１ 

(Marketing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
兼村 栄哲(KANEMURA EITETSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 マーケティング論における基礎的な用語・概念・理論などを正確に理解し，マーケティング現象について自分なりに論理的に説

明することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「マーケティング論１」および秋学期に開講する「マーケティング論２」では，とくに消費財メーカーの視点に立脚し，マーケティン

グ論における基礎的な用語・概念・理論などを，具体例をまじえつつ，わかりやすく説明していく。 

 この「マーケティング論１」では，マーケティングの概要，マーケティング・コンセプト，企業経営におけるマーケティングの役割，マ

ーケティング管理過程，製品政策の 5 つの領域を取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ①オリエンテーション 

②マーケティングとは（その１） －ニーズと欲求，商品の階層性，マーケティング・マイオピア，産業－ 

2. マーケティングとは（その２） －ニーズ・欲求と需要の関係，財とサービス－ 

3. マーケティングとは（その３） －財とサービスの違い①－ 

4. マーケティングとは（その４） －財とサービスの違い②－ 

5. マーケティング・コンセプト（その１） －消費者志向－ 

6. マーケティング・コンセプト（その２） －利潤志向，統合性－ 

7. 企業経営におけるマーケティングの役割 

8. マーケティング管理過程（その１） －マーケティング管理，市場機会の分析－ 

9. マーケティング管理過程（その２） －標的市場の設定・ポジショニング，マーケティング目標の設定，マーケティング計画の

策定，マーケティング組織の編成，マーケティング計画の実施，マーケティング統制－ 

10. 製品政策（その１） －マーケティング論における「製品」，製品の構造・構成要素－ 

11. 製品政策（その２） －ブランドの起源・役割・構成要素－ 

12. 製品政策（その３） －ブランドの分類，新製品の意義・普及過程，新製品の開発過程－ 

13. 製品政策（その４） －製品ライフ・サイクル－ 

14. 製品政策（その５） －製品ミックス－ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①とくに専門用語に留意しつつ，事前に配布する印刷物を予習しておくこと。 

②日頃から，日本経済新聞，日経 MJ（流通新聞），日経産業新聞などの新聞や「日経ビジネス」「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモ

ンド」などの雑誌を読んだり，「ワールドビジネスサテライト（WBS）」「ガイアの夜明け」「クローズアップ現代+」を視たりするなどし

て，マーケティングに関心をもつこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし（配布する印刷物に基づいて，授業を進めていく）。 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー，ゲイリー・アームストロング（著），恩藏直人（監修），月谷真紀（訳）、2014 年、『コトラーのマーケティング入

門』〔第 4 版〕、丸善出版 (ISBN:978-4-621-06617-1) 

2. フィリップ・コトラー，ゲイリー・アームストロング，恩藏直人（著）、2014 年、『マーケティング原理』、丸善出版 (ISBN:978-4-

621-06622-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX279 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX279／マ－ケティング論２ 

(Marketing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
兼村 栄哲(KANEMURA EITETSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 マーケティング論における基礎的な用語・概念・理論などを正確に理解し，マーケティング現象について自分なりに論理的に説

明することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「マーケティング論２」は，春学期に開講した「マーケティング論１」に引き続く内容であり，とくに消費財メーカーの視点に立脚し，

マーケティング論における基礎的な用語・概念・理論などを，具体例をまじえつつ，わかりやすく説明していく。 

 この「マーケティング論２」では，価格政策，プロモーション政策，経路政策の 3 つの領域を取り扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

価格政策（その１） －価格の意義－ 

2. 価格政策（その２） －価格の種類－ 

3. 価格政策（その３） －価格政策の領域－ 

4. 価格政策（その４） －価格設定の方法①－ 

5. 価格政策（その５） －価格設定の方法②－ 

6. 価格政策（その６） －新製品導入時における価格政策，価格管理の方法－ 

7. プロモーション政策（その１） －情報伝達過程，広告活動－ 

8. プロモーション政策（その２） －人的販売活動－ 

9. プロモーション政策（その３） －販売促進活動－ 

10. プロモーション政策（その４） －パブリシティ活動－ 

11. 経路政策（その１） －商的流通経路と物的流通経路－ 

12. 経路政策（その２） －主要な流通機関－ 

13. 経路政策（その３） －商的流通にかかわる活動－ 

14. 経路政策（その４） －販売経路の設定と管理－ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

①とくに専門用語に留意しつつ，事前に配布する印刷物を予習しておくこと。 

②日頃から，日本経済新聞，日経 MJ（流通新聞），日経産業新聞などの新聞や「日経ビジネス」「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモ

ンド」などの雑誌を読んだり，「ワールドビジネスサテライト（WBS）」「ガイアの夜明け」「クローズアップ現代+」を視たりするなどし

て，マーケティングに関心をもつこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし（配布する印刷物に基づいて，授業を進めていく）。 

 

参考文献（Readings） 

1. フィリップ・コトラー，ゲイリー・アームストロング（著），恩藏直人（監修），月谷真紀（訳）、2014 年、『コトラーのマーケティング入

門』〔第 4 版〕、丸善出版 (ISBN:978-4-621-06617-1) 

2. フィリップ・コトラー，ゲイリー・アームストロング，恩藏直人（著）、2014 年、『マーケティング原理』、丸善出版 (ISBN:978-4-

621-06622-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX281 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計学１ 

(Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済における記述統計学 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX281  経済学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業で学んだ指標について、実際のデータを当てはめて自力で計算できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平均、分散、要因分解法の基礎、金利計算といった記述統計学を網羅的に学び、実際にそれぞれ授業で学んだ内容を計算でき

るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計データの基礎知識(変数の尺度、時系列・横断面の違い、グラフの種類・読み方、e-Stat・公的統計) 

2. 中心の特性値(平均の種類と計算、メジアン、モード) 

3. 前期比増減率、平均成長率 

4. ばらつきの特性値(平均偏差、分散、標準偏差、偏差値) 

5. 度数分布(度数分布表、ヒストグラム、四分位範囲) 

6. ローレンツ曲線とジニ係数(横断面データの集め方、不平等度の測り方) 

7. データ分析とクロス集計(相関関係と因果関係の違い) 

8. 散布図・共分散 

9. 相関係数 

10. 時系列データ(時系列データの集め方、構成比、寄与度、寄与率、平均成長率) 

11. 指数に関する演習(調和平均、指数算式) 

12. 変動係数物価と実質化 

13. 金利計算 

14. 金利計算の応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自教材に基づく。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 C科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX282 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計学２ 

(Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計学入門 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX282  経済学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

母集団と標本の関係や、正規分布とカイ二乗分布、t分布の関係を理解しながら最終的に正規分布などを仮定して仮説検定、回

帰分析を行えるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

推測推測統計学の要点を網羅的に学ぶ。母集団と標本の関係や、正規分布とχ二乗分布、t分布の関係を理解しながら正規分

布などを仮定して信頼区間の推定や仮説検定を行えるようにする。最終的に回帰分析を行い、分析結果の解釈と仮説検定をで

きるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率の概念 

2. 確率分布(離散的確率分布、正規分布他) 

3. 正規分布と標準化 

4. 標準正規分布表と演習 

5. 不偏推定量と標本分布 

6. 大数の法則と中心極限定理 

7. 信頼区間の推定(t分布、母分散未知小標本の場合を中心に) 

8. カイ 2 乗分布、母分散の区間推定 

9. F分布 

10. 仮説検定の基本 

11. 仮説検定の応用(有意水準、検出力) 

12. 2 群の平均の差の検定 

13. 回帰分析(分析事例、結果の読み方) 

14. 回帰分析の注意点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原伸一、2011、『入門統計学』、オーム社 (ISBN:4274068552) 

2. 栗原伸一・丸山敦史、2017、『統計学図鑑』、オーム社 (ISBN:9784274220807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 D科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX283 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計学１ 

(Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済における記述統計学 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX283  経済学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業で学んだ指標について、実際のデータを当てはめて自力で計算できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平均、分散、要因分解法の基礎、金利計算といった記述統計学を網羅的に学び、実際にそれぞれ授業で学んだ内容を計算でき

るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計データの基礎知識(変数の尺度、時系列・横断面の違い、グラフの種類・読み方、e-Stat・公的統計) 

2. 中心の特性値(平均の種類と計算、メジアン、モード) 

3. 前期比増減率、平均成長率 

4. ばらつきの特性値(平均偏差、分散、標準偏差、偏差値) 

5. 度数分布(度数分布表、ヒストグラム、四分位範囲) 

6. ローレンツ曲線とジニ係数(横断面データの集め方、不平等度の測り方) 

7. データ分析とクロス集計(相関関係と因果関係の違い) 

8. 散布図・共分散 

9. 相関係数 

10. 時系列データ(時系列データの集め方、構成比、寄与度、寄与率、平均成長率) 

11. 指数に関する演習(調和平均、指数算式) 

12. 変動係数物価と実質化 

13. 金利計算 

14. 金利計算の応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自教材に基づく。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 C科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX284 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計学２ 

(Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計学入門 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX284  経済学科１年次 登録クラスは履修登録状況画面で確認すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

母集団と標本の関係や、正規分布とカイ二乗分布、t分布の関係を理解しながら最終的に正規分布などを仮定して仮説検定、回

帰分析を行えるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

推測推測統計学の要点を網羅的に学ぶ。母集団と標本の関係や、正規分布とχ二乗分布、t分布の関係を理解しながら正規分

布などを仮定して信頼区間の推定や仮説検定を行えるようにする。最終的に回帰分析を行い、分析結果の解釈と仮説検定をで

きるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率の概念 

2. 確率分布(離散的確率分布、正規分布他) 

3. 正規分布と標準化 

4. 標準正規分布表と演習 

5. 不偏推定量と標本分布 

6. 大数の法則と中心極限定理 

7. 信頼区間の推定(t分布、母分散未知小標本の場合を中心に) 

8. カイ 2 乗分布、母分散の区間推定 

9. F分布 

10. 仮説検定の基本 

11. 仮説検定の応用(有意水準、検出力) 

12. 2 群の平均の差の検定 

13. 回帰分析(分析事例、結果の読み方) 

14. 回帰分析の注意点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原伸一、2011、『入門統計学』、オーム社 (ISBN:4274068552) 

2. 栗原伸一・丸山敦史、2017、『統計学図鑑』、オーム社 (ISBN:9784274220807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 D科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX285 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計学１ 

(Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済における記述統計学 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX285 経済政策学科１年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業で学んだ指標について、実際のデータを当てはめて自力で計算できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平均、分散、要因分解法の基礎、金利計算といった記述統計学を網羅的に学び、実際にそれぞれ授業で学んだ内容を計算でき

るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計データの基礎知識(変数の尺度、時系列・横断面の違い、グラフの種類・読み方、e-Stat・公的統計) 

2. 中心の特性値(平均の種類と計算、メジアン、モード) 

3. 前期比増減率、平均成長率 

4. ばらつきの特性値(平均偏差、分散、標準偏差、偏差値) 

5. 度数分布(度数分布表、ヒストグラム、四分位範囲) 

6. ローレンツ曲線とジニ係数(横断面データの集め方、不平等度の測り方) 

7. データ分析とクロス集計(相関関係と因果関係の違い) 

8. 散布図・共分散 

9. 相関係数 

10. 時系列データ(時系列データの集め方、構成比、寄与度、寄与率、平均成長率) 

11. 指数に関する演習(調和平均、指数算式) 

12. 変動係数物価と実質化 

13. 金利計算 

14. 金利計算の応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自教材に基づく。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 C科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX286 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計学２ 

(Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計学入門 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX286 経済政策学科１年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

母集団と標本の関係や、正規分布とカイ二乗分布、t分布の関係を理解しながら最終的に正規分布などを仮定して仮説検定、回

帰分析を行えるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

推測推測統計学の要点を網羅的に学ぶ。母集団と標本の関係や、正規分布とχ二乗分布、t分布の関係を理解しながら正規分

布などを仮定して信頼区間の推定や仮説検定を行えるようにする。最終的に回帰分析を行い、分析結果の解釈と仮説検定をで

きるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率の概念 

2. 確率分布(離散的確率分布、正規分布他) 

3. 正規分布と標準化 

4. 標準正規分布表と演習 

5. 不偏推定量と標本分布 

6. 大数の法則と中心極限定理 

7. 信頼区間の推定(t分布、母分散未知小標本の場合を中心に) 

8. カイ 2 乗分布、母分散の区間推定 

9. F分布 

10. 仮説検定の基本 

11. 仮説検定の応用(有意水準、検出力) 

12. 2 群の平均の差の検定 

13. 回帰分析(分析事例、結果の読み方) 

14. 回帰分析の注意点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原伸一、2011、『入門統計学』、オーム社 (ISBN:4274068552) 

2. 栗原伸一・丸山敦史、2017、『統計学図鑑』、オーム社 (ISBN:9784274220807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 D科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX287 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計学１ 

(Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済における記述統計学 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX287 会計ファイナンス学科１年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業で学んだ指標について、実際のデータを当てはめて自力で計算できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平均、分散、要因分解法の基礎、金利計算といった記述統計学を網羅的に学び、実際にそれぞれ授業で学んだ内容を計算でき

るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計データの基礎知識(変数の尺度、時系列・横断面の違い、グラフの種類・読み方、e-Stat・公的統計) 

2. 中心の特性値(平均の種類と計算、メジアン、モード) 

3. 前期比増減率、平均成長率 

4. ばらつきの特性値(平均偏差、分散、標準偏差、偏差値) 

5. 度数分布(度数分布表、ヒストグラム、四分位範囲) 

6. ローレンツ曲線とジニ係数(横断面データの集め方、不平等度の測り方) 

7. データ分析とクロス集計(相関関係と因果関係の違い) 

8. 散布図・共分散 

9. 相関係数 

10. 時系列データ(時系列データの集め方、構成比、寄与度、寄与率、平均成長率) 

11. 指数に関する演習(調和平均、指数算式) 

12. 変動係数物価と実質化 

13. 金利計算 

14. 金利計算の応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自教材に基づく。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 C科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX288 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計学２ 

(Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計学入門 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX287 会計ファイナンス学科１年次 

 

授業の目標（Course Objectives） 

母集団と標本の関係や、正規分布とカイ二乗分布、t分布の関係を理解しながら最終的に正規分布などを仮定して仮説検定、回

帰分析を行えるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

推測推測統計学の要点を網羅的に学ぶ。母集団と標本の関係や、正規分布とχ二乗分布、t分布の関係を理解しながら正規分

布などを仮定して信頼区間の推定や仮説検定を行えるようにする。最終的に回帰分析を行い、分析結果の解釈と仮説検定をで

きるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率の概念 

2. 確率分布(離散的確率分布、正規分布他) 

3. 正規分布と標準化 

4. 標準正規分布表と演習 

5. 不偏推定量と標本分布 

6. 大数の法則と中心極限定理 

7. 信頼区間の推定(t分布、母分散未知小標本の場合を中心に) 

8. カイ 2 乗分布、母分散の区間推定 

9. F分布 

10. 仮説検定の基本 

11. 仮説検定の応用(有意水準、検出力) 

12. 2 群の平均の差の検定 

13. 回帰分析(分析事例、結果の読み方) 

14. 回帰分析の注意点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原伸一、2011、『入門統計学』、オーム社 (ISBN:4274068552) 

2. 栗原伸一・丸山敦史、2017、『統計学図鑑』、オーム社 (ISBN:9784274220807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 D科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX291 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX291／統計学１ 

(Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済における記述統計学 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年Ａ～Ｇ組 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業で学んだ指標について、実際のデータを当てはめて自力で計算できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平均、分散、要因分解法の基礎、金利計算といった記述統計学を網羅的に学び、実際にそれぞれ授業で学んだ内容を計算でき

るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計データの基礎知識(変数の尺度、時系列・横断面の違い、グラフの種類・読み方、e-Stat・公的統計) 

2. 中心の特性値(平均の種類と計算、メジアン、モード) 

3. 前期比増減率、平均成長率 

4. ばらつきの特性値(平均偏差、分散、標準偏差、偏差値) 

5. 度数分布(度数分布表、ヒストグラム、四分位範囲) 

6. ローレンツ曲線とジニ係数(横断面データの集め方、不平等度の測り方) 

7. データ分析とクロス集計(相関関係と因果関係の違い) 

8. 散布図・共分散 

9. 相関係数 

10. 時系列データ(時系列データの集め方、構成比、寄与度、寄与率、平均成長率) 

11. 指数に関する演習(調和平均、指数算式) 

12. 変動係数物価と実質化 

13. 金利計算 

14. 金利計算の応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自教材に基づく。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 C科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX292 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX292／統計学２ 

(Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計学入門 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～４年Ａ～Ｇ組 

 

授業の目標（Course Objectives） 

母集団と標本の関係や、正規分布とカイ二乗分布、t分布の関係を理解しながら最終的に正規分布などを仮定して仮説検定、回

帰分析を行えるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

推測推測統計学の要点を網羅的に学ぶ。母集団と標本の関係や、正規分布とχ二乗分布、t分布の関係を理解しながら正規分

布などを仮定して信頼区間の推定や仮説検定を行えるようにする。最終的に回帰分析を行い、分析結果の解釈と仮説検定をで

きるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率の概念 

2. 確率分布(離散的確率分布、正規分布他) 

3. 正規分布と標準化 

4. 標準正規分布表と演習 

5. 不偏推定量と標本分布 

6. 大数の法則と中心極限定理 

7. 信頼区間の推定(t分布、母分散未知小標本の場合を中心に) 

8. カイ 2 乗分布、母分散の区間推定 

9. F分布 

10. 仮説検定の基本 

11. 仮説検定の応用(有意水準、検出力) 

12. 2 群の平均の差の検定 

13. 回帰分析(分析事例、結果の読み方) 

14. 回帰分析の注意点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原伸一、2011、『入門統計学』、オーム社 (ISBN:4274068552) 

2. 栗原伸一・丸山敦史、2017、『統計学図鑑』、オーム社 (ISBN:9784274220807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 D科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX293 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX293／統計学１ 

(Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済における記述統計学 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～年 H～O 組 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業で学んだ指標について、実際のデータを当てはめて自力で計算できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平均、分散、要因分解法の基礎、金利計算といった記述統計学を網羅的に学び、実際にそれぞれ授業で学んだ内容を計算でき

るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計データの基礎知識(変数の尺度、時系列・横断面の違い、グラフの種類・読み方、e-Stat・公的統計) 

2. 中心の特性値(平均の種類と計算、メジアン、モード) 

3. 前期比増減率、平均成長率 

4. ばらつきの特性値(平均偏差、分散、標準偏差、偏差値) 

5. 度数分布(度数分布表、ヒストグラム、四分位範囲) 

6. ローレンツ曲線とジニ係数(横断面データの集め方、不平等度の測り方) 

7. データ分析とクロス集計(相関関係と因果関係の違い) 

8. 散布図・共分散 

9. 相関係数 

10. 時系列データ(時系列データの集め方、構成比、寄与度、寄与率、平均成長率) 

11. 指数に関する演習(調和平均、指数算式) 

12. 変動係数物価と実質化 

13. 金利計算 

14. 金利計算の応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自教材に基づく。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 C科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX294 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX294／統計学２ 

(Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計学入門 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済学科２～年 H～O 組 

 

授業の目標（Course Objectives） 

母集団と標本の関係や、正規分布とカイ二乗分布、t分布の関係を理解しながら最終的に正規分布などを仮定して仮説検定、回

帰分析を行えるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

推測推測統計学の要点を網羅的に学ぶ。母集団と標本の関係や、正規分布とχ二乗分布、t分布の関係を理解しながら正規分

布などを仮定して信頼区間の推定や仮説検定を行えるようにする。最終的に回帰分析を行い、分析結果の解釈と仮説検定をで

きるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率の概念 

2. 確率分布(離散的確率分布、正規分布他) 

3. 正規分布と標準化 

4. 標準正規分布表と演習 

5. 不偏推定量と標本分布 

6. 大数の法則と中心極限定理 

7. 信頼区間の推定(t分布、母分散未知小標本の場合を中心に) 

8. カイ 2 乗分布、母分散の区間推定 

9. F分布 

10. 仮説検定の基本 

11. 仮説検定の応用(有意水準、検出力) 

12. 2 群の平均の差の検定 

13. 回帰分析(分析事例、結果の読み方) 

14. 回帰分析の注意点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原伸一、2011、『入門統計学』、オーム社 (ISBN:4274068552) 

2. 栗原伸一・丸山敦史、2017、『統計学図鑑』、オーム社 (ISBN:9784274220807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 D科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX295 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX295／統計学１ 

(Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済における記述統計学 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済政策学科２～４年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業で学んだ指標について、実際のデータを当てはめて自力で計算できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平均、分散、要因分解法の基礎、金利計算といった記述統計学を網羅的に学び、実際にそれぞれ授業で学んだ内容を計算でき

るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計データの基礎知識(変数の尺度、時系列・横断面の違い、グラフの種類・読み方、e-Stat・公的統計) 

2. 中心の特性値(平均の種類と計算、メジアン、モード) 

3. 前期比増減率、平均成長率 

4. ばらつきの特性値(平均偏差、分散、標準偏差、偏差値) 

5. 度数分布(度数分布表、ヒストグラム、四分位範囲) 

6. ローレンツ曲線とジニ係数(横断面データの集め方、不平等度の測り方) 

7. データ分析とクロス集計(相関関係と因果関係の違い) 

8. 散布図・共分散 

9. 相関係数 

10. 時系列データ(時系列データの集め方、構成比、寄与度、寄与率、平均成長率) 

11. 指数に関する演習(調和平均、指数算式) 

12. 変動係数物価と実質化 

13. 金利計算 

14. 金利計算の応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自教材に基づく。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 C科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX296 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX296／統計学２ 

(Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計学入門 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
経済政策学科２～４年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

母集団と標本の関係や、正規分布とカイ二乗分布、t分布の関係を理解しながら最終的に正規分布などを仮定して仮説検定、回

帰分析を行えるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

推測推測統計学の要点を網羅的に学ぶ。母集団と標本の関係や、正規分布とχ二乗分布、t分布の関係を理解しながら正規分

布などを仮定して信頼区間の推定や仮説検定を行えるようにする。最終的に回帰分析を行い、分析結果の解釈と仮説検定をで

きるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率の概念 

2. 確率分布(離散的確率分布、正規分布他) 

3. 正規分布と標準化 

4. 標準正規分布表と演習 

5. 不偏推定量と標本分布 

6. 大数の法則と中心極限定理 

7. 信頼区間の推定(t分布、母分散未知小標本の場合を中心に) 

8. カイ 2 乗分布、母分散の区間推定 

9. F分布 

10. 仮説検定の基本 

11. 仮説検定の応用(有意水準、検出力) 

12. 2 群の平均の差の検定 

13. 回帰分析(分析事例、結果の読み方) 

14. 回帰分析の注意点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原伸一、2011、『入門統計学』、オーム社 (ISBN:4274068552) 

2. 栗原伸一・丸山敦史、2017、『統計学図鑑』、オーム社 (ISBN:9784274220807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 D科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX297 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX297／統計学１ 

(Statistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済における記述統計学 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
会計ファイナンス学科２～４年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業で学んだ指標について、実際のデータを当てはめて自力で計算できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平均、分散、要因分解法の基礎、金利計算といった記述統計学を網羅的に学び、実際にそれぞれ授業で学んだ内容を計算でき

るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計データの基礎知識(変数の尺度、時系列・横断面の違い、グラフの種類・読み方、e-Stat・公的統計) 

2. 中心の特性値(平均の種類と計算、メジアン、モード) 

3. 前期比増減率、平均成長率 

4. ばらつきの特性値(平均偏差、分散、標準偏差、偏差値) 

5. 度数分布(度数分布表、ヒストグラム、四分位範囲) 

6. ローレンツ曲線とジニ係数(横断面データの集め方、不平等度の測り方) 

7. データ分析とクロス集計(相関関係と因果関係の違い) 

8. 散布図・共分散 

9. 相関係数 

10. 時系列データ(時系列データの集め方、構成比、寄与度、寄与率、平均成長率) 

11. 指数に関する演習(調和平均、指数算式) 

12. 変動係数物価と実質化 

13. 金利計算 

14. 金利計算の応用 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

独自教材に基づく。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 C科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX298 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX298／統計学２ 

(Statistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
推測統計学入門 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
会計ファイナンス学科２～４年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

母集団と標本の関係や、正規分布とカイ二乗分布、t分布の関係を理解しながら最終的に正規分布などを仮定して仮説検定、回

帰分析を行えるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

推測推測統計学の要点を網羅的に学ぶ。母集団と標本の関係や、正規分布とχ二乗分布、t分布の関係を理解しながら正規分

布などを仮定して信頼区間の推定や仮説検定を行えるようにする。最終的に回帰分析を行い、分析結果の解釈と仮説検定をで

きるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 確率の概念 

2. 確率分布(離散的確率分布、正規分布他) 

3. 正規分布と標準化 

4. 標準正規分布表と演習 

5. 不偏推定量と標本分布 

6. 大数の法則と中心極限定理 

7. 信頼区間の推定(t分布、母分散未知小標本の場合を中心に) 

8. カイ 2 乗分布、母分散の区間推定 

9. F分布 

10. 仮説検定の基本 

11. 仮説検定の応用(有意水準、検出力) 

12. 2 群の平均の差の検定 

13. 回帰分析(分析事例、結果の読み方) 

14. 回帰分析の注意点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外の時間で、実際に授業で出された問題を計算して解き方を復習する必要がある。また授業で課題・レポートを課された場

合、期限までに提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/提出物(課題・レポート)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 栗原伸一、2011、『入門統計学』、オーム社 (ISBN:4274068552) 

2. 栗原伸一・丸山敦史、2017、『統計学図鑑』、オーム社 (ISBN:9784274220807) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は社会調査士認定 D科目に指定されている。授業に関連して社会情報教育研究センター

(https://csi.rikkyo.ac.jp/statistics_certificate/Home.aspx)にて統計検定の資格取得も可能である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX301／憲法１ 

(Constitutional Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
基本的人権 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和彦(OOISHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法第３章所定の基本的人権に関する諸規定の規範的意味内容を理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法第３章所定の人権条項につき，その歴史的背景，起草者意図，判例等を参照したり，諸外国との比較にも目配りしつ

つ，概論的講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人権総論１ 

2. 人権総論２ 

3. 包括的基本権 

4. 平等権 

5. 精神的自由権１ 

6. 精神的自由権２ 

7. 精神的自由権３ 

8. 経済的自由権１ 

9. 経済的自由権２ 

10. 人身の自由 

11. 国務請求権 

12. 社会権 

13. 参政権 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

折に触れ，下掲テキスト及び参考文献の対応箇所を読むと，さらに学習効果が高まるであろう。予習しなくても理解できるよう授

業を行うので、予習よりは復習に注力いただきたいが、まずは何といっても授業に集中いただき、ノートをとっていただくことが肝

要である。憲法は、それぞれの国の社会を動かす基本ソフトであるから、その国の社会に生起する出来事それ自体が最重要の

考察対象となる。したがって、本科目で勉強したことと関連付けながら新聞記事やニュースを見たり、授業と並行して関連文献を

読んだりすると、学習効果が一層高まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 初宿正典他編著、2018、『目で見る憲法（第 5 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22735-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芦部信喜・高橋和之補、2015、『憲法（第六版）』、岩波書店 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法 1 人権（第 6 版）』 (有斐閣アルマ)、有斐閣 (ISBN:978-4-641-220676) 

立教大学には憲法関係の蔵書が豊富にあるので、そうした書籍にも触れていただくと、より学習効果が高まるであろう。それらを

利用できる資格と時間がある今、それらを利用しないというのは、実にもったいないことである。そのうち当代我が国における代表

的な憲法テキストで、国家試験受験者に最も読まれてきたものが上掲１、より読みやすいが内容的に水準が高いものとしては２

がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX302／憲法２ 

(Constitutional Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
統治機構 

担当者名 

（Instructor） 
大石 和彦(OOISHI KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法のうち，いわゆる「三権」を中心とする部分につき理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本国憲法のうち，いわゆる「三権」を中心とする部分につき，その歴史的背景，起草者意図，判例等を参照したり，諸外国との

比較にも目配りしつつ，概論的講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 憲法とは何か？ 

2. 国会１ 

3. 国会２ 

4. 国会３ 

5. 国会４ 

6. 国会５ 

7. 内閣１ 

8. 内閣２ 

9. 内閣３ 

10. 裁判所１ 

11. 裁判所２ 

12. 裁判所３ 

13. 地方自治 

14. 平和主義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

折に触れ，下掲テキスト及び参考文献の対応箇所を読むと，さらに学習効果が高まるであろう。予習しなくても理解できるよう授

業を行うので、予習よりは復習に注力いただきたいが、まずは何といっても授業に集中いただき、ノートをとっていただくことが肝

要である。憲法は、それぞれの国の社会を動かす基本ソフトであるから、その国の社会に生起する出来事それ自体が最重要の

考察対象となる。したがって、本科目で勉強したことと関連付けながら新聞記事やニュースを見たり、授業と並行して関連文献を

読んだりすると、学習効果が一層高まるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 初宿正典・他 編著、2018、『目で見る憲法（第 5 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-22735-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 芦部信喜・高橋和之補訂、2015、『憲法（第六版）』、岩波書店 

2. 渋谷秀樹・赤坂正浩、2016、『憲法２ 統治（第６版）』 (有斐閣アルマ)、有斐閣 (ISBN:978-4641220683) 

立教大学には憲法関係の蔵書が豊富にあるので、そうした書籍にも触れていただくと、より学習効果が高まるであろう。それらを

利用できる資格と時間がある今、それらを利用しないというのは、実にもったいないことである。そのうち当代我が国における代表

的な憲法テキストで、国家試験受験者に最も読まれてきたものが上掲１、より読みやすいが内容的に水準が高いものとしては２

がある。 

なお、法律書は最新版を用いることが肝要である。上掲はいずれもシラバス執筆時点での最新版をあげたが、今後最新版が出

た場合は授業席上注意喚起する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■BX303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX303／民法１ 

(Civil Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
伊室 亜希子(IMURO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法１では、民法の基本的な知識、考え方を理解することを目標とする。民法は、市民間の財産・家族のルールを規定している。

私法の一般法として、商法など他の法律を学ぶ基礎ともなるものである。民法を学ぶことを通じて、実社会における取引や経済

生活から生じる契約上のトラブルを防止したり、それに対処するための基本的な法的発想力を習得する。具体的には、民法の構

造を把握し、契約、債務不履行、無効・取消といった基本的な法律用語を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実社会における取引や経済生活から生じる契約上のトラブルを防止したり、それに対処するための基本的な法的発想力を習得

するという観点から、財産法と家族法を概観する。財産法では、契約（不動産売買契約）を主に取り上げるが、成年後見制度や代

理、登記制度にも言及する。家族法では、離婚や相続について基本的な話をする。レジュメに沿って講義をする。判例や身近なニ

ュースも随時取り上げる。民法１は民法の基本、民法２は特別法も含めた民法の応用という位置づけである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／民法の沿革、構成、意義と役割 

2. 契約の成立、登記 

3. 契約の有効性（意思表示、無効、取消） 

4. 契約の主体（権利能力、意思能力、行為能力）、成年後見制度 

5. 賃貸借契約、消費貸借契約 

6. 債務不履行 

7. 裁判のしくみ 

8. 代理 

9. 物権（所有権）、抵当権、不動産登記のしくみ 

10. 家族法１（親族） 

11. 家族法２（婚姻、離婚） 

12. 家族法３（相続その１）法定相続 

13. 家族法４（相続その２）遺言 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 今尾真他編、2014、『フレッシャーズのための民事法入門』、成文堂 (ISBN:9784792326616) 

2. 君塚正臣編、2016、『高校から大学への法学（第２版）』、法律文化社 (ISBN:9784589037404) 

3. 米倉明、2018、『プレップ民法（第５版）』、弘文堂 (ISBN:9784335313271) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回レジュメを配布する。出席も確認する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX304／民法２ 

(Civil Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
伊室 亜希子(IMURO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民法の財産法の基礎知識を習得し、その基礎知識をもとに、具体的な法律問題について、考察する力を身につける。法的なもの

の考え方の基本を学ぶ。民法を学ぶことを通じて、実社会における取引や経済生活から生じる契約上のトラブルを防止したり、そ

れに対処するための基本的な法的発想力を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

不動産売買契約、交通事故等を例にして、民法の契約、所有権、不法行為の基礎知識を講義する。その後は、それらの応用問

題として、消費者トラブルやインターネットトラブル、医療過誤等の問題を幅広く取り扱う。民法に加え、消費者法や製造物責任法

などの特別法にも話は及ぶことになる。実際に社会で生じている問題を、民法と特別法がどのように処理しているのかを考える

内容とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／契約の基礎 

2. 不動産の売買（物権変動、対抗要件と登記） 

3. 債務不履行 

4. 不法行為 

5. 特殊の不法行為、製造物責任 

6. 消費者問題（未成年者と高齢者の消費者契約） 

7. 特別法による消費者保護（クーリング・オフ、クレジットカード取引） 

8. 金融商品取引（適合性の原則）、信託 

9. 医療契約・医師の責任と説明義務 

10. インターネットトラブル（通販、インターネット上で中傷された場合） 

11. 近隣トラブル（隣人訴訟、相隣関係） 

12. マンションと法 

13. 不動産担保権 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 君塚正臣編、2016、『高校から大学への法学（第２版）』、法律文化社 (ISBN:9784589037404) 

2. 米倉明、2018、『プレップ民法（第５版）』、弘文堂 (ISBN:9784335313271) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回レジュメを配布する。出席状況は確認する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX305／企業法１ 

(Corporation Law 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
会社制度の意義と株式会社の運営 

担当者名 

（Instructor） 
土田 亮(TSUCHIDA RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会社制度の基本と株式会社の運営および事業経営に関する制度を理解し、他人に説明出来るようにする 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日の経済における重要なプレイヤーである会社という制度について、株式会社を中心に概観する。企業法１では、いわゆる総

論的な部分と会社の運営に関する事項を中心に学修する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会社の歴史と経済的な意義 

2. 会社を規制する法とその沿革 

3. 会社の営利性と法人性／会社の種類 

4. 株式会社総論／会社の運営と事業の経営 

5. 株式会社の機関構成とステイク・ホルダー 

6. 株式会社の意思決定―株主総会(1)〔招集〕 

7. 株式会社の意思決定―株主総会(2)〔運営〕 

8. 株式会社の意思決定―株主総会(3)〔決議〕 

9. 株式会社の意思決定―取締役会(1)〔取締役と取締役会〕 

10. 株式会社の意思決定―取締役解(2)〔運営と決議〕 

11. 株式会社の業務の執行(1)〔代表取締役の意義と権限〕 

12. 株式会社の業務の執行(2)〔権限の逸脱〕 

13. 株式会社の業務執行の監督(1)〔内部的監督〕 

14. 株式会社の業務の監督(2)〔監査機構と外部的監督〕 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レジュメは事前に一読しておいて欲しいが、予備知識のない科目であるので、どちらかといえば復習に力を入れるとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。講義前にレジュメをアップロードするので、各自プリントアウトをして持参して下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤＝大杉＝田中＝松井、『会社法(LEGAL QUEST)第 3 版』、有斐閣 

2. 田中亘、『会社法』、東京大学出版会 

3. 江頭憲治郎、『株式会社法』、有斐閣 

4. 岩原ほか、『会社法判例百選（第 3 版）』、有斐閣 

六法は必ずしも持参しなくて良いが、あると便利である。購入すのであればコンパクトなもので十分である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会社法は平成 17 年に制定されたが、平成 26 年に改正され、現在再度の改正の検討が行われている。参考文献の購入や情報

の収集に際しては、最新の物であるかどうかをよく確認する必要がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX306／企業法２ 

(Corporation Law 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
株式会社における財産の保全と調達 

担当者名 

（Instructor） 
土田 亮(TSUCHIDA RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

株式会社の資金調達や計算といった財務的な側面について理解し、他者に説明出来るようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き株式会社について学修する。秋学期は主に株式会社の財産的な側面について注目するが、内容は報酬の与

え方、役員等の責任などの広範囲にわたる。また、会社の基礎的な変更、設立といった項目についても学修する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経営者の責任(1)〔役員等の会社に対する権利と義務〕 

2. 経営者の責任(2)〔役員等の会社に対する責任〕 

3. 経営者の責任(3)〔代表訴訟／役員等の第三者に対する責任〕 

4. 株式(1)〔株式の意義〕 

5. 株式(2)〔株式の譲渡方法〕 

6. 株式(3)〔自己株式の取得〕 

7. 株式(4)〔出資単位の調整〕 

8. 株式(5)〔募集株式の発行等〕 

9. 株式以外の資金調達方法〔新株予約権、社債〕 

10. 株式会社の計算 

11. 株式会社の基礎的変更(1)〔事業譲渡、組織変更〕 

12. 株式会社の基礎的変更(2)〔合併、会社分割、株式交換〕 

13. 株式会社の設立 

14. 全体のまとめと株式会社制度の将来 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にアップロードするレジュメは講義前に一読しておいて欲しいが、予備知識のない科目であるので、どちらかといえば復習に

力を入れるとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しない。講義前にレジュメをアップロードするので、各自プリントアウトをして持参して下さい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤＝大杉＝田中＝松井＝、『会社法(LEGAL QUEST)第 3 版』、有斐閣 

2. 田中亘、『会社法』、東京大学出版会 

3. 江頭憲治郎、『株式会社法』、有斐閣 

4. 岩原ほか、『会社法判例百選（第 3 版）』、有斐閣 

六法は必ずしも持参しなくて良いが、あると便利である。購入するならコンパクトなサイズのもので十分である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

会社法は平成 17 年に制定されたが、平成 26 年に改正され、現在再度の改正の検討が行われている。参考文献の購入や情報

の収集に際しては、最新の物であるかどうかをよく確認する必要がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX307／労働法 

(Labor Law) 

担当者名 

（Instructor） 
神吉 知郁子(KANKI CHIKAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

労働法の体系を理解し，労働者に保障されている権利を正しく知るとともに，複雑な労働問題について，法の原理原則から自分

なりの解決策を考える力を鍛える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

労働法とは，「労働」を規律する法の総称である。その分類にはいくつかの方法があるが，契約関係に着目すると，ひとりひとりの

労働者と使用者との関係を規律する「個別的労働関係法」と，労働者の集団（労働組合）と使用者との関係を規律する「集団的労

使関係法」との２つに大別される。本講義では，まず，労働法の体系や法源に関するグランドデザインを説明したのち，労働の現

場で直面するであろう問題を切り口に，個別的労働関係法を解説する。現在では個別的関係がメインと捉えられがちであるが，

その後に集団的労使関係法を学ぶことで，交渉力の不均衡を補うための仕組みが今なお重要な意義をもつことがわかるだろう。

この２本の柱に絡めながら，契約関係の外側にある，労働市場の入口・出口に関する規制や，紛争解決の実効性確保のための

仕組みについても取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 労働法総論１ 市民法原則の原則とその修正 

2. 労働法総論２ 集団的自由と集団的保護 

3. 日本型雇用システムと判例法理 

4. 社会の変化と労働法 

5. 労働法の法体系 

6. 労働法における当事者性 

7. 労働法の法源と労働契約 

8. 就業規則と労働条件の設定・変更 

9. 採用・採用内定・試用 

10. 人事異動・配置転換・企業組織変動 

11. 懲戒処分 

12. 解雇その他の雇用終了 

13. 雇用平等とハラスメント１ 

14. 雇用平等とハラスメント２ 

15. 賃金１ 

16. 賃金２ 

17. 労働時間１ 

18. 労働時間２ 

19. 労働者の安全と健康 

20. 休暇・休業とワークライフバランス 

21. 労働組合 

22. 団体交渉 

23. 労働協約 

24. 団体行動と不当労働行為 

25. 労働市場法１ 

26. 労働市場法２ 

27. 労働紛争解決システム１ 

28. 労働紛争解決システム２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基礎から講義するが，労働法が民法の特別法である以上，債権や不法行為の基礎知識がなければ理解しにくい部分がある。既

習でない場合は，並行して民法を学んでほしい。 

授業には六法を持参し，適宜参照すること。また，普段から意識して労働関係の報道に接し，法的問題について考える習慣をつ

けることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(100%) 

講義中に意見を述べる等の貢献をした場合は，回数や内容に応じて加点する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水町勇一郎、2016、『労働法（第 6 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14487-3) 

講義開始までに版が改訂された場合には，最新版を使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村中孝史・荒木尚志編、2016、『労働法判例百選（第 9 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-11531-6) 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX308／政治学 

(Political Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本の政治や外交の生き生きとした姿を学ぼう 

担当者名 

（Instructor） 
薬師寺 克行(YAKUSHIJI KATSUYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業は戦後の日本政治、日本外交のうち、特に激動の激しかった 1990 年以降を詳しく学ぶことを目標とします。この四半

世紀余り、日本政治は「自民党単独政権」→「非自民連立政権」→「自民党政権」→「民主党政権」→「自民党政権」と目まぐるしく

移り変わりました。この間の動きを「生きた教材」として、克明に分析し構造的に理解することを目的とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業は講義形式です。今日に至るまでの日本政治・外交の動きを政権ごとに、あるいはテーマごとに紹介していきます。中

心は 90 年代以降ですが、戦後、長期間続いた自民党単独政権時代についても紹介します。 

 講義の中核は 90 年代以降です。1993 年に自民党単独政権が終わり、連立政権時代に入って以降、政権は短期間でめまぐる

しく交代しました。この間、政治の中心に登場し、消えていった政党や政治家は数えきれません。各政党や政治家たちが何を目

指し、どのような権力闘争を行ったのか。表に出ていない人間模様も含め、できるだけ生き生きと紹介したいと思います。また冷

戦崩壊など国際社会の変動を反映し日本政治も日本社会も激変しました。外交、安全保障政策を含め主要政策の変貌に加え、

政策決定システムも構造的に分析します。 

 この授業では毎回、冒頭の数分間、直近の大きな時事問題について学生に質問したり解説をしますので、日々のニュースに触

れるようしてください。 

 また、この講義では毎年、政治家の方をゲストに招き、お話をしていただいています。2014 年は福田康夫元首相、2015 年は民

主党の細野豪志政調会長、2016 年は自民党の石破茂元幹事長、2017 年は公明党の太田明宏元代表に来ていただきました。

2018 年度も、ゲストを招く予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「日本政治の今――安倍首相は何を目指しているのか」 

2. 日本の再軍備を嫌った吉田内閣と「55 年体制」のスタート 

3. 学生がこぞってデモに参加した時代――岸首相と安保改定問題 

4. 利益誘導政治を確立した田中角栄首相と派閥全盛時代 

5. リクルート事件――自民党は腐敗によって自滅していった 

6. 冷戦終焉、バブル経済崩壊、天皇崩御――歴史を変える出来事が集中した 1989 年 

7. 不発に終わった政治改革の試み（海部、宮沢政権） 

8. 新しい政治の動き―自民党分裂と新党ブーム（日本新党、新生党、新党さきがけ） 

9. 非自民連立政権の誕生―細川連立政権誕生 

10. 自壊した非自民連立政権（細川、羽田政権） 

11. 実現した政治改革と小選挙区制導入の意味 

12. 小沢一郎という政治家の意味 

13. 権力維持にこだわる自民党のしたたかさ（村山政権） 

14. 古い体質を脱皮できなかった自民党（橋本、小渕、森政権） 

15. 小泉首相は自民党を延命させた－小泉構造改革 

16. 高い内閣支持率を維持した小泉首相－小泉流統治手法 

17. 新進党の崩壊と民主党の躍進 

18. 民主党のマニフェスト作成と統治システム改革案 

19. ポスト小泉時代の自民党政権の失敗と挫折（安倍、福田、麻生政権） 

20. 躍進する民主党と政権交代実現 

21. 普天間飛行場問題の混乱――鳩山政権の失敗 

22. 民主党のマニフェストと現実政治とのギャップ 

23. 民主党政権の挫折と自民党政権の復活（菅、野田政権） 

24. 変貌する日本の外交・安全保障政策 1 

25. 変貌する日本の外交・安全保障政策 2 

26. 自民党の復活と第 2 次安倍内閣 

27. 自公連立はなぜ、長続きするのか 

28. 財政危機をどう乗り越えるか－民主主義システムの限界 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

この授業はレジュメなどは用意しません。受講生は指定したテキストをあらかじめ読んで、概要を頭に入れてきてください。また、

日常的に新聞やテレビに接して直近の政治の動きを踏まえたうえで出席することを求めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レポートなど(30%) 

レポートなどの提出を複数回、求めます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 薬師寺克行、2014、『現代日本政治史』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-14909-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. 薬師寺克行、2012、『証言 民主党政権』、講談社 

2. 北岡伸一、2008、『自民党‐政権党の 38 年』、中公文庫 

3. 五百旗頭真編、2014、『戦後日本外交史』、有斐閣アルマ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX310／職業指導概論 

(Introduction to Vocational Guidance) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
職業指導とキャリア教育の基礎理論とその教育実践 

担当者名 

（Instructor） 
望月 厚志(MOCHIZUKI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「職業」の概念、「職業指導」・「キャリア教育」の基本知識や指導の理論と課題を理解することが到達目標である。個人の職業行

動への介入活動である職業指導の歴史的発展と今日のキャリア形成とキャリア発達の理論とその促進の技法について学ぶこと

を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

職業指導とは，生徒が自己の将来の「進路・職業」を自立的に選択できるように援助する教育活動である。しかし，それは，単に

生徒に進学・就職に関する情報やサービスを提供する教育活動ではない。いいかえれば，個人と職業あるいは生き方との関係を

意図的・計画的に促進し，実現を目指すための援助活動である。学校では「進路指導」の名称で中学・高校では，教育課程に明

確に位置づけられている。その内容は単に進路選択の時点での援助活動にとどまらず，「在り方」「生き方」の教育として，学校の

全教育活動を通して実践されるべきものとされている。春学期には，「職業」の理解から始め，職業指導理論の歴史的変遷をたど

りながら，職業選択の諸理論を概観する。秋学期は，「キャリア教育」，すなわち人間としての「生き方」を考え，その上で「キャリア

教育」の最新の内容と方法についてのロールプレイングを加えた学習を行い，さらに実際に行われている「教育実践」について考

察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「職業指導」と「キャリア教育」ー春オリエンテーションと授業の概要・テキストの説明、テキスト「はじめに」講読と解説 

2. ［職業とは何か］の考察（１）(テキストⅠ①あなたは「職業観」を持っているか） 

   

3. 「職業とは何か」の考察（２）(テキストⅠ②職業は私たちに何を与えてくれるのか) 

   

4. 「職業とは何か」の考察（３）(テキストⅠ7③職業能力を考える) 

   

5. 「職業とは何か」の考察（４）(テキストⅠ④「リセット」と「リカレント」で人生を拓く) 

   

6. 「職業とは何か」の考察（５）まとめ(テキスト使用） 

7. 職業指導・進路指導・キャリア教育の歴史と 

    展開（１）－アメリカの場合 

8. 職業指導・進路指導・キャリア教育の歴史と 

  展開（２）一日本の場合 

9. 職業指導・進路指導・キャリア教育の基礎理 

  論（１）一選択理論・職業適応理論 

10. 職業指導・進路指導・キャリア教育の基礎理 

  論（２）一職業的発達理論 

11. 現代社会の「職業」をめぐる問題①－過労死・早期離職・職業の継続連続性 

12. 現代社会の「職業」をめぐる問題②－新規学卒一括採用・終身雇用・正社員モデル 

13. 現代社会の「職業」をめぐる問題③－「働き方」改革・職業生活とキャリア形成 

14. 『高校学習指導要領』の検討と学校から社会・職業へのトランジッション問題 

15. 「コミュニティ・スクール」モデルにおける「職業指導」・「職業体験」の理論と実践方法 

職業指導からキャリア教育への移行 

16. 秋オリエンテーションと授業の概要・テキストの説明、テキストⅡ「はじめに」講読と説明 

17. 「生きる意味」の考察（１）－（テキストⅡ第１・２章使用） 

 

キャリア・アンカー」の理論と技法 

18. 「生きる意味」の考察（２）－（テキストⅡ第３・４章使用） 

19. 「職業指導の実践・体験」①「キャリア・アンカー」の理論と技法 

20. 「職業指導の実践・体験」②「キャリア・アンカー」の技法（１）－質問紙調査 

21. 「職業指導の実践・体験」③「キャリア・アンカー」の技法（2）－インタビュー調査 

22. 「職業指導」・「キャリア教育」実践の検討②中学校編―インターンシップの理論と実践 
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23. 「職業指導」・「キャリア教育」実践の検討③高校編―ジョブシャドウイングの理論と実践 

24. 「職業指導」・「キャリア教育」実践の検討④大学編―就職セミナー・ガイダンスの理論ド実践 

25. 「職業指導」・「キャリア教育」実践の検討⑤社会編―ハローワーク訓練・職業訓練学校 

26. 「職業指導」・「キャリア教育」実践の検討⑥民間企業編―新人研修・OJT・継続教育 

27. 「キャリア・デザイン」の方法と実践（テキストⅢ使用） 

28. 職業指導と生涯学習―授業のまとめと今後の学習課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは必ず入手（図書館等から）すること。事前・事後学習:テキストの該当箇所と印刷資料をよく読むこと。また、文科省『高

等学校学習指導要領解説 総則・工業・商業・農業・水産・情報・看護・福祉編』を必要に応じて読むこと。読む箇所は授業時に指

示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 梅澤 正、2008、『職業とは何か』、講談社 (ISBN:978-4-06-287955-2) 

2. 上田紀行、2005、『生きる意味』、岩波新書 (ISBN:4-00-430931-X) 

3. 渡辺秀和、2017、『未来をつくるキャリアの授業』、日本経済新聞出版社, (ISBN:4532198380) 

 

参考文献（Readings） 

1. Ｒ.Ｂ.ライシュ. 1991. <I>THE WORK OF NATIONS</I>. ダイヤモンド社 (ISBN:4-478-21018-7) 

2. 文科省、2010、『高等学校学習指導要領解説 総則・工業・商業・農業・水産・情報・看護・福祉編』、実教出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX311／経済法１ 

(Economic Law 1) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独占禁止法の仕組みと考え方を理解する。独占禁止法の規制のうち、企業結合規制、不当な取引制限の規制、私的独占の規

制、事業者団体の規制を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独占禁止法の規制のうち、市場支配力の形成・維持・強化が問題となる類型を中心に解説する。 

独占禁止法の目的、基礎概念について説明したのち、企業結合規制、不当な取引制限の規制、私的独占の規制、事業者団体の

規制の順に、その基本的な考え方や先例について解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 独占禁止法の全体像 

2. 独占禁止法の目的、基礎概念 

3. 企業結合規制（１）企業結合規制の概要、一般集中の規制、結合関係の認定 

4. 企業結合規制（２）一定の取引分野の画定 

5. 企業結合規制（３）競争の実質的制限の意義、水平型企業結合 

6. 企業結合規制（４）垂直型・混合型企業結合、問題解消措置、事前届出制度 

7. 不当な取引制限の規制（１）規制の概要、「事業者」と「他の事業者」要件 

8. 不当な取引制限の規制（２）行為要件（共同行為、相互拘束） 

9. 不当な取引制限の規制（３）反競争効果要件（ハードコアカルテル、非ハードコアカルテル） 

10. 不当な取引制限の規制（４）エンフォースメント 

11. 私的独占規制（１）規制の概要、排除型私的独占 

12. 私的独占規制（２）支配型私的独占、反競争効果要件 

13. 事業者団体の規制 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

教科書や参考書については、初回の授業時に説明する。 

なお、独占禁止法は、民法（契約法）や会社法など他の実定法科目の知識を前提知識としている部分があるので、並行して学習

することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田和博・栗田誠・東條吉純・武田邦宣、2014、『条文から学ぶ独占禁止法』、有斐閣 (ISBN:9784641144705) 

 

参考文献（Readings） 

1. 川濵昇・瀬領真悟・泉水文雄・和久井理子、2014、『ベーシック経済法（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641220201) 

2. 金井貴嗣ほか編、2017、『経済法判例・審決百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115347) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX312／経済法２ 

(Economic Law 2) 

担当者名 

（Instructor） 
早川 雄一郎(HAYAKAWA YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独占禁止法の不公正な取引方法の規制及び景品表示法の規制の仕組みと考え方を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

独占禁止法の規制のうち、不公正な取引方法の規制を中心に解説する。 

不公正な取引方法の総論として「公正競争阻害性」概念について解説したのち、各論的な行為類型である再販売価格の拘束、

不当廉売、優越的地位の濫用といった様々な行為類型に関する基本的な考え方や先例を説明する。関連する規制として景品表

示法も取り上げる予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 不公正な取引方法の規制の全体像 

2. 不公正な取引方法総論：公正競争阻害性 

3. 不公正な取引方法各論：再販売価格の拘束 

4. 不公正な取引方法各論：その他の拘束条件付取引 

5. 不公正な取引方法各論：排他条件付取引 

6. 不公正な取引方法各論：不当廉売 

7. 不公正な取引方法各論：取引拒絶規制 

8. 不公正な取引方法各論：差別対価等 

9. 不公正な取引方法各論：取引強制（抱き合わせ販売）、不当な顧客誘引 

10. 景品表示法の規制（１）不当表示規制 

11. 景品表示法の規制（２）景品規制、景品表示法のエンフォースメント 

12. 不公正な取引方法各論：優越的地位の濫用 

13. 不公正な取引方法各論：取引妨害 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

教科書や参考書については、初回の授業時に説明する。 

なお、独占禁止法は、民法（契約法）や会社法など他の実定法科目の知識を前提知識としている部分があるので、並行して学習

することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田和博・栗田誠・東條吉純・武田邦宣、2014、『条文から学ぶ独占禁止法』、有斐閣 (ISBN:9784641144705) 

消費者庁「事例でわかる景品表示法」 

http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf 

 

参考文献（Readings） 

1. 川濵昇・瀬領真悟・泉水文雄・和久井理子、2014、『ベーシック経済法（第 4 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641220201) 

2. 金井貴嗣ほか編、2017、『経済法判例・審決百選（第 2 版）』、有斐閣 (ISBN:9784641115347) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX313／租税法１ 

(Concepts in Taxation1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税法総論 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士(SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、わが国の財政状況及び税務行政の沿革を概観したうえで、租税に関する法的なしくみを理解することを目的とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

租税実体法を理解するためには、租税法の総論に関する知識は必要不可欠である。租税とは何か、その基本原則・解釈原理と

は何か、課税処分に対して異議がある場合にはどうするのか、といったことについて概説する。なお、講義はテキスト、講義ノー

ト、毎回配布するレジュメに沿っておこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、税制の基礎知識 

2. 租税法の体系と範囲 

3. 租税の意義、性格、目的、根拠、分類 

4. 租税法の法源 

5. 租税法の効力（適用範囲） 

6. 納税義務の成立（課税要件） 

7. 租税法の基本原則 

8. 租税法令の解釈 

9. 租税法と私法 

10. 租税回避行為と租税法（１） ‐脱税や節税との違い、租税回避行為の歴史‐ 

11. 租税回避行為と租税法（２） ‐納税者になろうとしない者への対応‐ 

12. 租税回避行為と租税法（３） ‐総合的対応の必要性‐ 

13. 租税行政過程、租税争訟制度 

14. 租税処罰法 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(10%)/講義内レポート(30%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂本雅士編、2018、『現代税務会計論』、中央経済社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX314／租税法２ 

(Concepts in Taxation2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
所得課税の基本問題 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士(SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、法人税法、所得税法を中心に租税に関する基本的なしくみを理解することを目的とする。講義では、税制改正論議

など最近の動向も取り上げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

租税法体系のうち、法人税法、所得税法、相続税法、消費税法を取り上げる。また、これらに関連する租税特別措置法、並びに

法令の解釈・適用に関する実務上の取扱いにも触れる。講義はテキスト、講義ノート、毎回配布するレジュメに沿っておこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、組織に対する課税方式 ‐導管課税と実体課税‐ 

2. 法人税の課税根拠（１） ‐なぜ法人税が必要なのだろうか‐ 

3. 法人税の課税根拠（２） 

4. 法人税の納税義務者、税率、種類等 

5. Advanced Study ‐多様化する組織形態と所得課税‐ 

6. 企業会計と課税所得計算との関係 

7. 確定決算主義（公正処理基準、損金経理要件等） 

8. Advanced Study ‐会計基準の複線化と法人税法の対応‐ 

9. 所得税（１） 

10. 所得税（２） ‐税務事例‐ 

11. 相続税（１） 

12. 相続税（２） ‐税務事例‐ 

13. 消費税（１） 

14. 消費税（２） ‐税務事例‐ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(10%)/講義内レポート(30%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂本雅士編、2018、『現代税務会計論』、中央経済社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／課題解決演習Ｂ 

(Seminar on Task Solutions B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
協働して成果を出す力を高める課題解決型学習（Project-Based Learning） 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX317 

 

授業の目標（Course Objectives） 

協力企業から提示される課題に取り組みながら，実社会で起きている問題を，専門科目として学ぶ経済学と結びつけて考えられ

るようになる。また，その企業・業界が果たす社会的役割について理解するとともに，社会で求められる「考え方の違う者同士が

協働して成果を出す力＝チームで課題解決する力」を高めることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

協力企業から提示される課題に，企業の視点に立って解決策の検討や提案に取り組む課題解決型学習の授業である。課題は

協力企業が事業として実際に取り組んでいる具体的な課題を元に用意するため，職業や仕事の一端を理解することができ，将来

の進路選択にも役立つであろう。少人数のチーム単位で課題に取り組むことが各回の授業の主となるため，メンバー同士が互い

に密にコミュニケーションを取りながらチームを運営し，各課題の最終発表に向けて取り組むことが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，チームビルディング 

2. 【協力企業 A】からの課題提示 ※企業オフィスを予定 

3. グループワーク 

4. 中間発表 

5. グループワーク 

6. グループワーク 

7. 企業への最終発表 ※企業オフィスを予定 

8. 【協力企業 B】からの課題提示 

9. グループワーク 

10. 中間発表 

11. グループワーク 

12. グループワーク 

13. 企業への最終発表 

14. 振り返り，全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の中で必要に応じて指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席および授業への参加・貢献度(50%)/チームによる最終発表の内容(30%) 

※通常の授業に加え、企業オフィスでの課題提示・最終発表の実施を予定している。この回に出席できない場合は D 評価とす

る。日程等の詳細は，6 月中に経済学部掲示板にて告知する予定であるため，履修希望者は必ず確認すること。 ※8 割以上出

席しない場合は D 評価。原則全回出席を義務付ける。遅刻 2 回で欠席 1 回分と見なすため，注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・履修定員 30 名 ※レポート（課題）による選考を行う。 

・2，3 年生を主たる履修対象とする。 

・協力予定企業：株式会社 Plan・Do・See ,第一生命保険株式会社 

・下記，経済学部キャリア教育サイト「STORY」の情報発信に目を配ること。 

  http://www.rikkyo.ac.jp/eco/career/story/ 
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・なお，当授業は 2015 年度までの「企画講座Ｃ」に該当する。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／インターンシップ 

(Business Internship) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
就業体験を通じた〈学び〉の再確認 

担当者名 

（Instructor） 

三谷 進(MITANI SUSUMU) 

菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX319 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就業体験を通じて企業活動の現場を体感し，大学での「学び」の意義を再確認するとともに、自分自身のこれからのキャリアや生

き方について具体的に考えていくことができるようにしていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期はインターンシップに参加する前提として，インターンシップの目的，参加の心構え，ビジネスマナー講習などを中心に，事

前準備学習を行います。インターンシップは原則として夏季休業中(8 月中旬～9 月上旬)に２週間(10 日間)の予定で行いますの

で，受講希望者は夏季休業中の予定を調整できるようにしておいて下さい。秋学期では，インターンシップを通じて得た知見や経

験を受講者全員で共有化することを目的に体験報告を行い，それぞれが就業体験を通じて得たものを定着させていきます。ま

た，授業の最後には体験報告をレポートにまとめ，インターンシップ報告書を作成します。なお，インターンシップの派遣先は，立

教経済人クラブ等の協力の下，本学が独自に確保する企業への派遣が中心となります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インターンシップの目的と意義 

2. 自己紹介と自己アピール 

3. 輪読・ディスカッション（1） 

4. 輪読・ディスカッション（2） 

5. 社会人（ＯＢ・ＯＧ）に聞く仕事の実際 

6. インターンシップの心構え 

7. ビジネスマナー講習（1） 

8. ビジネスマナー講習（2） 

9. ビジネスマナー講習（3） 

10. キャリアセンター職員に聞く「就活」の実際 

11. 昨年度受講生に聞くインターンシップ体験 

12. インターンシップ派遣企業の紹介 

13. マッチング（1） 

14. マッチング（2） 

15. インターンシップの体験報告（1） 

16. インターンシップの体験報告（2） 

17. インターンシップの体験報告（3） 

18. インターンシップの体験報告（4） 

19. インターンシップの体験報告（5） 

20. インターンシップの体験報告（6） 

21. インターンシップ体験を基礎にしたディスカッション（１） 

22. 外部企業講師による講話（１） 

23. インターンシップ体験を基礎にしたディスカッション（２） 

24. 外部企業講師による講話（２） 

25. インターンシップ報告書の作成（1） 

26. インターンシップ報告書の作成（2） 

27. インターンシップ報告書の作成（3） 

28. インターンシップ報告書の作成（4） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講の受講希望者は，4 月 2 日（月）12 時 30 分～13 時の授業ガイダンス（場所：14 号館 3 階 D 302 教室）に参加して、これま

での授業内容や受講生の様子を資料等で確認してもらいたいと思います。また、この授業の特性から本科目はレポートによる受

講者の選抜を行います。レポートの課題は「インターンシップを受講する意図と将来の希望」について、1200 字程度でまとめたも

のを、4 月 2 日（月）～4 日（水）17 時の申込期間に、教務事務センターのレポートボックスに提出して下さい。履修許可者の発表

は 4 月 7 日（土）に行い、4月 11 日(水)から授業を行います。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

出席，受講態度，報告発表，報告書作成，その他を授業の目的に照らして総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定はありませんが，授業時のディスカッションの素材として，書籍の購入を求めることがあります。 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Short-term Study Abroad Program in Economics (CAN) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX9053 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX320 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海外の経済と文化を理解するとともに，国際的な場で活躍するために必要な下記のスキルを身につける。 

１．経済・経営について英語で議論する能力 

２．北米・環太平洋地域の経済・経営に関する知識 

３．多文化社会に関する知識および適応する能力，行動力 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本（本学）において北米地域の経済・経営・文化等に関する事前研修を行った後，カナダのアルバータ大学にて英会話研修，

経営大学院のビジネスプレゼンテーション演習および経済・経営に関する講義を英語で受講する。また現地での企業見学，学生

との交流等を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 基礎知識の習得（１） 基本文献の速読トレーニング 

3. 基礎知識の習得（２） ディスカッション 

4. 基礎知識の習得（３） カナダ／アルバータ州の経済・文化 

5. 英語能力判定テスト 

6. プレゼンテーションの基本スキル 

7. ビジネス・プロジェクトに関するイントロダクション 

8. ビジネスにおける文化的相違：カナダと日本の比較 

9. 効果的な交渉術 

10. 経済および会社組織のガバナンスシステム：カナダと日本の比較 

11. マーケティングおよび小売業マネジメント 

12. ヒューマン・リソース・マネジメント 

13. 資源ビジネスとエネルギー政策 

14. ビジネスプロジェクトのプレゼンテーション／まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Blackboard にて随時指示するので，確認のうえ準備学習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/事前研修の出席・参加状況(10%)/海外研修における成績(50%)/ビジネスプロジェクト（プレゼンテ

ーション）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の際に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX322／企画講座４ 

(Endowed Lecture 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会と会計 

担当者名 

（Instructor） 

内野 一樹(UCHINO KAZUKI) 

北井 不二男(KITAI FUJIO) 

松田 真由美(MATSUDA MAYUMI) 

福山 倫基(FUKUYAMA TOMOKI) 

石川 恵子(ISHIKAWA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会計が、企業を取り巻く利害関係者の間で行われ、人と人との関係が背後に横たわっているという意味ですぐれて社会的な行為

であることを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会の諸相にアカウンタビリティ（会計報告責任）を切り口にしてアプローチする。そこでは、就活、非正規雇用、ブラック企業

等の山積する社会的な問題を題材として、会計は誰のために行うのか、会計に何ができるのか（できないのか）を、受講者と一緒

に検討する。また、授業の進行に応じて、ビジネス・ゲーム（ボードゲーム）を行う。「社会に開かれた会計学」を各論的に展開した

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 就活と会計情報のディスクロージャー 

2. 揺れ動く会計観 

3. 資産負債アプローチ：貸借対照表 

4. 資産負債アプローチ：金融債権 

5. 資産負債アプローチ：安全性の分析 

6. 収益費用観：損益計算書 

7. 収益費用観：売上原価 

8. 収益費用観：収益性の分析 

9. 公会計：地方自治体の会計 

10. 公監査：地方自治体の監査 

11. CSR 会計（企業の社会的責任会計）：企業市民権 

12. CSR 会計（企業の社会的責任会計）：環境会計報告書 

13. CSR 会計（企業の社会的責任会計）：ホワイト企業と社会貢献支出 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一話完結型（Omnibus)で授業を進めるので、テキスト・配布資料の該当部分を予め一読しておいてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントカード兼出席票の内容(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

できるだけ新しいテキストを採用する予定である。担当教員が開講時（9 月の初回）に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷重勝・内野一樹、2011、『社会化の会計：すべての働く人のために』、創成社 (ISBN:978-4-7944-1428-1) 

2. 石川恵子、2017、『地方自治体の内部統制：少子高齢化と新たなリスクへの対応』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-24381-3) 

授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX327／経済地理学１ 

(Economic Geography 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
立地論 

担当者名 

（Instructor） 
藤本 典嗣(FUJIMOTO NORITSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．経済地理学の概要を理解し、立地論に基づき地域・都市の成立・形成・成長のメカニズムを説明できるようになること。 

２．経済地理学に関わる専門用語を、日本語・英語でも理解できる水準となること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

なぜ、特定地域に、農業者、商業者、工場、オフィスなどの主体（事業所）が立地して、地域・都市が成長していくのか、立地論の

理解により、立地要因を明らかにしていきます。タイムリーな話題として、東日本大震災など災害が、立地に与える影響について

も、補足的に説明します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済地理学の概要 

2. 経済地理学における立地論 

3. 農業立地論ーチューネン 

4. 工業立地論ーヴェーバー 

5. 中心地理論ークリスタラー 

6. オフィス立地論ープレッド 

7. 集積の理論 

8. 空間経済学 

9. 現代工業の立地調整 

10. グローバリゼーションと多国籍企業の立地 

11. 商業立地の変容と中心市街地衰退 

12. 少子高齢化社会と福祉サービス立地 

13. 東日本大震災と企業立地１ 

14. 東日本大震災と企業立地２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテキストは、事前に講読しておくことが望ましい。普段から、自分が住んでいる地域に、どのような、工場・デパート・シ

ョッピングセンター・オフィスが立地しているのか、なぜ、その地域なのかを、興味をもつことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内テスト(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

出席も重視するので、出席をすること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松原宏編著、2015、『現代の立地論』、古今書院 (ISBN:4772231498) 

 

参考文献（Readings） 

授業でその都度、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

事業所立地の具体的データは、以下の経済センサスを各自で調べるとよい。 

http://www.stat.go.jp/data/e-census/index.htm 

 

注意事項（Notice） 
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■BX328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX328／経済地理学２ 

(Economic Geography 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市システム論 

担当者名 

（Instructor） 
藤本 典嗣(FUJIMOTO NORITSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済地理学では、都市の成長をどのように捉えているのか、また、都市の成長・衰退は、何によって起こるのかを理解でき、説明

できる水準になること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済地理学１において学んだ立地論をもとに、一定の「人口・産業が一定区域内に高密度で集在」し、「周辺地域から人・モノ・カ

ネ・情報が向かって集まる中心性を持つ地点」として都市を捉えていきます。その上で、なぜ、特定地域に人口・産業が集まり、都

市が形成されていくのか、そのメカニズムについて、経済地理学の分析手法、なかでも、都市システム論を用いながら明らかにし

ていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済地理学における都市研究 

2. 都市化について 

3. 都市研究のアプローチ 

4. 構造分析からみる都市立地 

5. 都市経済の特徴 

6. 中枢管理機能の立地 

7. 行政システムとオフィス立地１ー国土レベル 

8. 行政システムとオフィス立地２ー地方ブロックレベル 

9. 行政システムとオフィス立地３ー県土レベル 

10. 素材型産業における工場・オフィスの立地 

11. 建設業における工場・オフィスの立地 

12. 交通と地域 

13. 空間政策１–国土計画・グランドデザイン 

14. 空間政策２−都市計画・環境計画 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテキストは、授業前に講読しておくことが望ましい。また、各章の章末に課題があるので、授業前に考えておくことが望

ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内テスト(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

出席も重視するので、授業には出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤本典嗣、2017、『都市地理学』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-22741-7) 

 

参考文献（Readings） 

授業でその都度、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX329／地方自治論 

(Local Government) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地方自治の現状と課題 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 浩(INAGAKI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地方自治に関する基本的な知識や考え方を習得し、それをもとに今後の地方自治のあり方について考えることができるようにな

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は，主に日本の地方自治制度についての基本的な理解と，現在発生している諸課題の検討を目的とするものである。特

に、自治体における制度運用の実際について検討することにより，その構造的な特徴を探っていくことにしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 地方自治の現在 

2. 地方自治の基礎① 住民と自治 

3. 地方自治の基礎② 政治と行政 

4. 地方自治の基礎③ 地方制度の歴史 

5. 地方自治の制度① 議会と執行機関 

6. 地方自治の制度② 地方公務員制度と人事管理 

7. 地方自治の制度③ 政府間関係 

8. 地方自治の制度④ 地方財政制度 

9. 自治と管理① 財政管理 

10. 自治と管理② 組織管理 

11. 自治と管理③ 政策管理 

12. 自治の動態① 諸外国の地方自治 

13. 自治の動態② 住民参加とガバナンス 

14. 自治の動態③ 大都市東京の地方自治 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回簡単なレジュメを配布し、それに基づく講義形式で授業を進める。その際、テキストでの該当箇所や参考文献を明示するの

で、毎回の講義終了後に一読しておくこと。ただし、受講者が少数の場合は、双方向型の授業に変更する場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

随時行うコメントペーパーを提出したものは、内容によって筆記試験の成績に加点する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 礒崎初仁・金井利之・伊藤正次、2014、『ホーンブック地方自治［第 3 版］』、北樹出版 (ISBN:9784779304033) 

 

参考文献（Readings） 

1. 柴田直子・松井望編、2012、『地方自治論入門』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623064603) 

2. 伊藤正次・出雲明子・手塚洋輔、2016、『はじめての行政学』、有斐閣 (ISBN:4641150354) 

3. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:4589037904) 

4. 金井利之、2017、『行政学講義』、ちくま新書 (ISBN:4480071288) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録・抽選登録／情報処理入門１ 

(An Introduction to Information Processing(1)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済系のための情報活用 1 

担当者名 

（Instructor） 
経済学部教員が担当 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

１年次は自動登録（BX331～341） 

２～４年次は抽選登録(BX353） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の目標は，パソコンを利用した実習により，文書作成とデータ処理の方法を学ぶことである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストに沿いながら，実習を進めていく。多くの経済データに触れ，その有効活用を目指す。文書作成ソフト WORD を使った文

書の作成，表計算ソフトを使ったデータ処理，グラフ作成，PowerPoint の操作について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Office の基礎と情報検索 

2. Wordの基本を学ぶ 

3. Excel の基本を学ぶ 

4. PowerPointの基本を学ぶ 

5. 企業の財務比率を比較する 

6. Wordの進んだ利用 

7. 家計消費の統計分析（寄与度分解）  

8. PowerPointの進んだ利用 

9. 国民所得の統計分析（度数分布とヒストグラム）  

10. 賃金・貯蓄データの解析（平均と分散・標準偏差） 

11. 金利シミュレーションの理解  

12. 価格変動の測定 

13. 地域経済指標の比較 

14. 春学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは事前に読んでくることを前提に授業を進める。授業開始後，V-Campus の WEB 学習コンテンツである，『情報倫理テス

ト』に合格することが必要となる。また単位取得には図書館の講習会への参加，授業時に課されたレポート・課題の提出が必要と

なる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/各回の課題(50%) 

4 回以上の欠席は原則として不合格。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 菊地進・岩崎俊夫編著、2013、『経済系のための情報活用 1 Office2013 対応』、実教出版 (ISBN:978-4-407-33233-9) 

2. 菊地進・岩崎俊夫編著、2015、『経済系のための情報活用 2 Office2013 対応』、実教出版 (ISBN:978-4-407-33628-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 『政府統計の総合窓口』、e-Stat 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録・抽選登録／情報処理入門２ 

(An Introduction to Information Processing(2)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済系のための情報活用 2 

担当者名 

（Instructor） 
経済学部教員が担当 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1040 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

１年次は自動登録（BX342～352） 

２～４年次は抽選登録（BX354） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

授業の目標は，パソコンを利用した実習により，経済・財務・会計データを分析する方法を学ぶことである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストに沿いながら，実習を進めていく。多くの経済データに触れ，その有効活用の方法を学ぶ。各分野で活用されている種々

の分析方法を，原データを使って理解することを内容とする。この学習を通じて，統計的な数量分析の力を身に着ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 外国為替レート変化の分析 

2. 個票データの集計 

3. ピボット・テーブルの活用 

4. 人口ピラミッドの描画 

5. 企業動向調査の分析 

6. 地域に関する経済分析 

7. 不平等度の測定（ジニ係数とローレンツ曲線） 

8. 経済成長の要因分解 

9. 債券価値変動の理解 

10. 損益分岐点分析 

11. 環境指標の理解（単回帰分析） 

12. 消費の変動分析（多元回帰分析） 

13. 金融投資のリターンとリスク  

14. 秋学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

情報処理入門 1 の内容を復習しておくことが大事である。テキストは事前に読んでくることを前提に授業を進める。単位取得には

授業時に課されたレポート・課題の提出が必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/各回の課題(50%) 

4 回以上の欠席は原則として不合格。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 菊地進・岩崎俊夫編著、2013、『経済系のための情報活用１ Office2013 対応』、実教出版 (ISBN:978-4-407-33233-9) 

2. 菊地進・岩崎俊夫編著、2015、『経済系のための情報活用 2 Office2013 対応』、実教出版 (ISBN:978-4-407-33628-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 『政府統計の総合窓口』、e-Stat 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2016 年度 1 年次入学者で，春学期科目の情報処理入門を履修した者は自動登録される。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済情報処理Ａ 

(Data Processing for Economics A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済統計の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
萩原 里紗(HAGIWARA RISA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECO2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX362 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済データと統計ソフトを使って、データの整理、構築、基本統計量の作成、区間推定、仮説検定を行える力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの身の回りではさまざまな調査が行われ、データが蓄積されている｡それらデータをうまく活用することによって、私たちの

生活をより豊かなものにすることが可能になる。本授業では、データがどのように収集され、どのように利用されているのかを解

説するとともに、演習を通じて経済データを用いた基礎的な分析方法を習得する。授業では、黒板を使った講義と PC を使った演

習を組み合わせて行う｡  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 定量分析と定性分析 

2. データの種類 

3. データの整理・構築 

4. 度数分布表・ヒストグラム 

5. データの中心 

6. データの散らばり 

7. ローレンツ曲線・ジニ係数 

8. 標準化・偏差値 

9. クロス集計 

10. 相関係数・散布図 

11. 無作為抽出 

12. 母平均の区間推定 

13. 母分散の区間推定 

14. 仮説検定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、授業で配布したデータを用いて、自分で演習の内容を復習すること｡ また、授業で指示、配布した資料を読んでおくこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/演習課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし（授業で配布するレジュメをテキストの代わりとする） 

 

参考文献（Readings） 

1. 山下隆之・石橋太郎・伊藤暁人・上藤一郎・黄愛珍・鈴木拓也、2014、『はじめよう経済学のための情報処理（第 4 版）』、日本

評論社 (ISBN:978-4-535-55808-3) 

2. 山本拓・竹内明香、2013、『入門計量経済学 Excel による実証分析へのガイド』、新世社 (ISBN:978-4-88384-198-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメは大学の Web サイトを通じて配布する｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■BX363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済情報処理Ａ 

(Data Processing for Economics A) 

担当者名 

（Instructor） 
藤野 裕(FUJINO YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECO2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX363 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済社会の実態を正確に捉えるためには統計の利用が欠かせない。公的統計の利用を通して、基本的な統計データ分析を理

解し、現実の経済社会を統計的に捉える方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

公的統計に関する基礎知識を解説する。それを理解したうえで、EXCELを利用した演習を行う。 

データを加工・整理する基本的な方法からはじめ、実際の統計を利用して、分析の方法、その結果の見方について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基本的な EXCEL操作の確認 

2. データの加工と整理 

3. ピボットテーブルの利用 

4. 統計の利用と入手方法 

5. さまざまな指標の利用 

6. 所得分布の分析 

7. 企業の経済活動に関する統計分析 

8. 金融統計に関する分析 

9. 景気に関する統計分析 

10. 将来人口推計～推計方法 

11. 将来人口推計～自治体の将来 

12. 貿易統計に関する分析 

13. 国際機関の統計利用 

14. 実践演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EXCELの基本的操作を確認する。授業で取り扱う公的統計にアクセスしてみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX365 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済情報処理Ｂ 

(Data Processing for Economics B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済統計の応用 

担当者名 

（Instructor） 
萩原 里紗(HAGIWARA RISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECO2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX365 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済データと統計ソフトを使いながら、回帰分析による分析方法を習得することによって、経済、政治、社会のさまざまな問題につ

いて自ら仮説を立て、それを検証できる分析能力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの身の回りではさまざまな調査が行われ、データが蓄積されている｡それらデータをうまく活用することによって、私たちの

生活をより豊かなものにすることが可能になる。本授業では、データがどのように収集され、どのように利用されているのかを解

説するとともに、演習を通じて経済データを用いた回帰分析による分析方法を習得する。授業では、黒板を使った講義と PC を使

った演習を組み合わせて行う｡  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基本統計量 

2. 回帰分析 

3. 最小二乗法 

4. 係数・有意性・決定係数 

5. 単回帰分析 

6. 重回帰分析 

7. 分散分析 

8. ダミー変数 

9. F検定 

10. 実質化 

11. 弾力性 

12. 多重共線性 

13. 系列相関 

14. 不均一分散 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、授業で配布したデータを用いて、自分で演習の内容を復習すること｡ また、授業で指示、配布した資料を読んでおくこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/演習課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし（授業で配布するレジュメをテキストの代わりとする） 

 

参考文献（Readings） 

1. 山下隆之・石橋太郎・伊藤暁人・上藤一郎・黄愛珍・鈴木拓也、2014、『はじめよう経済学のための情報処理（第 4 版）』、日本

評論社 (ISBN:978-4-535-55808-3) 

2. 山本拓・竹内明香、2013、『入門計量経済学 Excel による実証分析へのガイド』、新世社 (ISBN:978-4-88384-198-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメは大学の Web サイトを通じて配布する｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■BX366 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済情報処理Ｂ 

(Data Processing for Economics B) 

担当者名 

（Instructor） 
藤野 裕(FUJINO YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECO2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX366 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報処理、統計分析は経済を理解するために必要不可欠である。さまざまな統計の利用を通して、経済理論の実践的な統計分

析を理解し、経済社会に対する確かな洞察力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

EXCELを利用して、統計の基本的分析を理解し、経済波及効果分析や経済モデルのシミュレーションのような応用的な分析方法

を学ぶ。分析を行う上で必要となるデータを総務省統計局などの公官庁のホームページから入手する際に必要となるデータを探

す手法を身につけることから講義を行う。さらに、入手したデータを利用した分析方法を実践することで分析手法を身につけるだ

けではなく、分析結果の社会的・経済学的意義の考察を行う。また、分析結果をレポート、論文もしくはプレゼンテーションなどで

利用できる表やグラフを作成するスキルを身につける。 

履修者においては、授業開始前にパソコンへログインし、ブラックボード上で配布をしている講義毎のレジュメおよびエクセルの資

料をダウンロードすること。また、配布資料および講義を踏まえて講義毎の課題の提出を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計の基本知識 

2. データの整理 

3. データベースの利用 

4. 回帰分析 

5. 統計的推測 

6. 公的統計の利用～GDP 統計 

7. 計量経済分析 

8. 産業連関分析 

9. 経済波及効果分析 

10. ミクロ経済分析 

11. マクロ経済分析 

12. シミュレーションとは 

13. シミュレーションの応用 

14. 実践演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EXCELの基本的操作を確認する。必要に応じて授業内で指示した分析方法を調べ分析結果の考察を 

行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／政策情報処理Ａ 

(Data Processing for Policy A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人口・世帯関連統計の統計情報リテラシーを育成する 

担当者名 

（Instructor） 
小西 純(KONISHI JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EPS2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX371 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人口・世帯に関連する統計情報の利活用について学び、人口減少社会における地域の状況を統計データを使用してグラフ、統

計地図で表し、分析する技能を身に着けます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計データを「知っている」ものから「使う」ものにするために必要な知識・技能を習得することが本授業の目的です。 

１．情報処理の基礎技能の学習 

ファイルの保存、管理、文字入力、コピーと貼り付け、図の作成などの基礎技能を習得します。また、ワード、エクセルの基本的な

機能を利用し、技能の定着を図ります。 

２．公的統計の基礎知識の学習 

統計調査の分類や調査の方法など、統計の基礎知識と、国勢統計など、人口・世帯に関する統計の概要を学びます。 

３．統計データを利用した分析 

○将来人口推計手法の学習：将来人口推計コンテンツを利用し、男女年齢別人口などの統計データを用いて将来人口を推計す

る手法や、エクセルでの計算方法について学びます。 

○統計情報リテラシー：人口減少社会に関する統計データを用いたグラフや統計地図を作成して、その分析や解釈を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国勢調査①、基礎知識 L1、将来人口推計コンテンツワーク 1、 

統計情報リテラシー①課題を認識する（基礎） 

2. 国勢調査②、基礎知識 L2、将来人口推計コンテンツワーク 2、 

統計情報リテラシー②情報探索を計画する（基礎） 

3. 推計人口①、基礎知識 L3、将来人口推計コンテンツワーク 3、 

統計情報リテラシー③情報を入手する（基礎） 

4. 推計人口②、基礎知識 L4、将来人口推計コンテンツワーク 4、 

統計情報リテラシー④情報を分析・評価し、整理・管理する（基礎） 

5. 住民基本台帳人口移動報告①、基礎知識 L5、将来人口推計コンテンツワーク 4、 

統計情報リテラシー⑤情報を批判的に検討し知識を再構造化する（基礎） 

6. 住民基本台帳人口移動報告②、基礎知識 L6、将来人口推計コンテンツワーク 4 

統計情報リテラシー⑥情報を活用・発信し、プロセスを省察する（基礎） 

7. 小テスト、第 6 回授業までのフィードバック 

8. 住宅土地統計調査①、基礎知識 L1、将来人口推計コンテンツワーク 5 

統計情報リテラシー①課題を認識する（応用） 

9. 住宅土地統計調査②、基礎知識 L2、将来人口推計コンテンツ 6 

統計情報リテラシー②情報探索を計画する（応用） 

10. 社会生活基本調査①、基礎知識 L3、将来人口推計コンテンツの復習 

統計情報リテラシー③情報を入手する（応用） 

11. 社会生活基本調査②、基礎知識 L4、統計地図の作成 

統計情報リテラシー④情報を分析・評価し、整理・管理する（応用） 

12. 社会人口統計体系①、基礎知識 L5、統計地図の作成 

統計情報リテラシー⑤情報を批判的に検討し知識を再構造化する（応用） 

13. 社会人口統計体系②、基礎知識 L6、統計地図の作成 

統計情報リテラシー⑥情報を活用・発信し、プロセスを省察する（応用） 

14. 小テスト、第 13 回授業までのフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、履修登録完了後に Blackboard 上で履修者に対して行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(15%)/授業内に指示した提出物(15%) 

4 回以上の欠席は原則として不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

PC を使用した実習を主に行います。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboard を使用します。 

Blackboard を通じて、課題に対する講評を行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／政策情報処理Ｂ 

(Data Processing for Policy B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済・家計関連統計の統計情報リテラシーを育成する 

担当者名 

（Instructor） 
小西 純(KONISHI JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EPS2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX372 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済・家計に関連する統計情報の利活用について学び、地域の基盤産業の把握などを行います。経済波及効果分析について学

び、関連する情報処理の知識や分析結果のまとめについて学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計データを「知っている」ものから「使う」ものにするために必要な知識・技能を習得することが本授業の目的です。 

１．情報処理の基礎技能の学習 

ファイルの保存、管理、文字入力、コピーと貼り付け、図の作成などの基礎技能を習得します。また、ワード、エクセルの基本的な

機能を利用し、技能の定着を図ります。 

２．公的統計の基礎知識の学習 

統計調査の分類や調査の方法など、統計の基礎知識と、経済センサスなど、経済・家計に関する統計の概要を学びます。 

３．統計データを利用した分析 

○経済波及効果分析の学習：経済波及効果分析ツールを利用し、産業連関表などの統計データを用いて経済波及効果を分析

する手法や、エクセルを用いた計算方法について学びます。 

○統計情報リテラシー：地域経済に関する基本的な統計データを用いたグラフや統計地図を作成して、その分析や解釈を行いま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 経済センサス基礎調査①、基礎知識 L13、経済波及効果分析学習コンテンツワーク 1、統計情報リテラシー①課題を認識

する（基礎） 

2. 経済センサス基礎調査②、基礎知識 L14、経済波及効果分析学習コンテンツワーク 2、統計情報リテラシー②情報探索を

計画する（基礎） 

3. 経済センサス活動調査①、基礎知識 L15、経済波及効果分析学習コンテンツワーク 3、統計情報リテラシー③情報を入手

する（基礎） 

4. 経済センサス活動調査②、基礎知識 L16、経済波及効果分析学習コンテンツワーク 4、統計情報リテラシー④情報を分析・

評価し、整理・管理する（基礎） 

5. 家計調査①、基礎知識 L17、経済波及効果分析学習コンテンツワーク 4、統計情報リテラシー⑤情報を批判的に検討し知

識を再構造化する（基礎） 

6. 家計調査②、基礎知識 L18、経済波及効果分析学習コンテンツワーク 4 

統計情報リテラシー⑥情報を活用・発信し、プロセスを省察する（基礎） 

7. 小テスト、第 6 回授業までのフィードバック 

8. 全国消費実態調査①、基礎知識 L19、経済波及効果分析学習コンテンツワーク 5 

統計情報リテラシー①課題を認識する（応用） 

9. 全国消費実態調査②、基礎知識 L20、経済波及効果分析学習コンテンツワーク 5 

統計情報リテラシー②情報探索を計画する（応用） 

10. 労働力調査①、基礎知識 L21、経済波及効果分析学習コンテンツの実習課題 

統計情報リテラシー③情報を入手する（応用） 

11. 労働力調査②、基礎知識 L22、統計地図の作成 

統計情報リテラシー④情報を分析・評価し、整理・管理する（応用） 

12. 就業構造基本調査①、基礎知識 L23、統計地図の作成 

統計情報リテラシー⑤情報を批判的に検討し知識を再構造化する（応用） 

13. 就業構造基本調査②、基礎知識 L24、統計地図の作成 

統計情報リテラシー⑥情報を活用・発信し、プロセスを省察する（応用） 

14. 小テスト、第 13 回授業までのフィードバック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、履修登録完了後にＢｌａｃｋboard 上で履修者に対して行います。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(15%)/授業内に指示した提出物(15%) 

4 回以上の欠席は原則として不合格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ＰＣを使用した実習を主に行います。 

資料の配布、課題の提出などにＢｌａｃｋｂｏａｒｄを使用します。 

Blackboard を通じて、課題に対する講評を行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX391 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／財務情報処理Ａ 

(Data Processing for Business Administration A) 

担当者名 

（Instructor） 
藤野 裕(FUJINO YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAF2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX391 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本的な統計分析や公的統計の利用を通して、企業活動に伴う統計の見方を理解し、統計データの整理・基本的な分析ができ

るようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習を通して、EXCELの基本的な操作を確認し、企業活動に関する統計の見方を解説してその分析方法を学ぶ。 

販売に関する分析を事例に基本的なデータ処理を学習する。そして、企業を取り巻く環境を理解するために公的統計を利用しな

がら統計分析方法をについて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基本的知識の確認 

2. データの整理 

3. 売上動向の分析 

4. 商品管理に関する分析 

5. 販売効率の分析 

6. 商品需要の分析 

7. 相関と回帰分析 

8. 統計的推測 

9. 資産価格変動の分析 

10. 家計支出と企業の投資活動 

11. 就業構造と賃金 

12. 景気に関する統計 

13. 貿易に関する統計 

14. 実践演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EXCELの基本的操作を確認する。授業で取り扱う公的統計にアクセスしてみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／財務情報処理Ｂ 

(Data Processing for Business Administration B) 

担当者名 

（Instructor） 
藤野 裕(FUJINO YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAF2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX392 

 

授業の目標（Course Objectives） 

企業の財務情報に関するデータ分析を理解し、ビジネスに役立つ実践的な統計分析ができるように 

なる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

EXCELを利用して、データの整理・加工の仕方を理解し、ビジネスに関する統計分析の方法を学ぶ。基本的なデータ処理、分析

方法を確認し、企画、財務に関する分析について学習する。分析を行う上で必要となる会計データは EDINET などから財務諸表

を入手し加工を行う。その際に必要となる手法を身につけることから講義を行う。さらに、入手したデータを利用した分析方法を実

践することで分析手法を身につけるだけではなく、分析結果の社会的・経済学的意義の考察を行う。また、分析結果をレポート、

論文もしくはプレゼンテーションなどで利用できる表やグラフを作成するスキルを身につける。 

履修者においては、授業開始前にパソコンへログインし、ブラックボード上で配布をしている講義毎のレジュメおよびエクセルの資

料をダウンロードすること。また、配布資料および講義を踏まえて講義毎の課題の提出を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計分析の基礎知識 

2. データの加工と整理 

3. 目標値の探索 

4. 販売計画を考える 

5. 回帰分析 

6. 売上予測 

7. 資源配分の検討 

8. 製品の差別化 

9. 在庫の管理 

10. 損益分岐点分析 

11. 費用分析 

12. 貸借対照表分析 

13. 投資判断 

14. 実践演習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

EXCELの基本的操作を確認する。必要に応じて授業内で指示した分析方法を調べたり、分析結果の考察を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/課題提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX393 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX393／企画講座２ 

(Endowed Lecture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

税金の無駄遣いをチェックする会計検査の仕組みと動向／行財政の現場で何が起こっ

ているのか？ 

担当者名 

（Instructor） 
原田 祐平(HARADA YUHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法第 90 条の規定に基づき国の財政監督機関として設置されている会計検査院（Board of Audit）。昨年 11 月の学校法

人森友学園に対する国有地の売却等に関する検査報告でその存在を知ったという方もいるかもしれませんが、そんな謎のベー

ルに包まれた会計検査院に関して、学生の皆さんが、会計検査の基本的な仕組みや検査結果の報告事例を学ぶことにより、会

計検査の視点からみた公共調達や国の各施策分野における基本的な課題について理解するとともに、消費税等の税金を負担し

ている国民の 1 人として、税金の使い途をチェックすることの重要性について認識を深めてもらうことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

会計検査の目的、観点、手順・方法、報告等について、制度と運用の両方の側面から理解してもらえるように、テキストに沿って

会計検査の基本的な仕組みについて解説するだけでなく、具体的な検査結果の報告事例をいくつか取り上げて会計検査の視点

からみた行財政の基本的な課題についても解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：会計検査はどのような観点から行われてどのような成果を上げてきたのか（会計検査の観点）。～講師

が実際に会計検査院で検査を担当した事例から選んで観点別に概要を紹介～ 

2. なぜ多角的な観点から会計検査を行う必要があるのか（会計検査の目的）。民間企業で行われる会計監査等とはどのよう

に異なるのか（会計検査の特徴）。 

3. 会計検査院とはどのような官庁なのか（会計検査の主体）。会計検査院が会計検査を行う範囲はどこまでなのか（会計検

査の客体）。 

4. 会計検査はどのような手順・方法によりいつどこで実施されるのか（会計検査のサイクル：計画、実施）。 

5. 会計検査の結果はどのような手順によりとりまとめていつ誰に報告されるのか（会計検査のサイクル：報告）。 

6. 検査結果の実効性はどのような方法により確保されるのか（会計検査のサイクル：フォローアップ）。中間テスト 

7. 公共調達に対する会計検査の動向はどのような状況か（調達プロセス別の報告事例の解説）。～計画、設計、積算の段階

～ 

8. 同上 ～入札・契約、監督・検査、支払、支払後の段階～ 

9. 国の各施策分野に対する会計検査の動向はどのような状況か（分野別の報告事例の解説）。～社会保障、公共事業の分

野～ 

10. 同上 ～教育及び科学技術、防衛の分野～ 

11. 同上 ～農林水産業、経済協力（ＯＤＡ）の分野～ 

12. 同上 ～環境及びエネルギー、中小企業の分野～ 

13. 同上 ～情報通信（IT）、租税、震災復興の分野～ 

14. 会計検査によりどのような効果が生じるのか（会計検査の効果）。最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回事前に指定するテキストの章や事前に Blackboardに掲載する資料（授業当日にも紙で配付します。）等を適宜参照し、会計

検査の基本的な仕組み、検査結果の報告事例等について概要を把握しておくこと（各授業共通）  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト（Midterm Test）(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 会計検査制度研究会、2015年 3 月、『会計検査制度－会計検査院の役割と仕組み』、㈱中央経済社 (ISBN:978-4-502-

12701-4) 

テキスト以外に、必要に応じて毎回資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 会計検査院事務総長官房総務課渉外広報室、2018年 3 月、『会計検査のあらまし（平成 29年会計検査院年報）』 

2. 会計検査院事務総長官房総務課渉外広報室、2018年 1 月、『パンフレット会計検査院（平成 30 年版）』 
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3. 平野善昭、2017 年 3 月、『会計検査からみた行政の課題－会計検査のしくみと各行政分野に対する会計検査の動向』、全国

会計職員協会 (ISBN:978-4-915391-58-3) 

4. 芳賀昭彦、2016 年 9 月、『公共調達と会計検査』、経済調査会 (ISBN:978-4-86374-203-1) 

Nｏ１と Nｏ２は会計検査院ホームページ（http://www.jbaudit.go.jp/pr/print/index.html）からダウンロードすることができます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式とし、資料の配付、最終レポートの提出等に Blackboard を使用します。 

授業での検査結果の報告事例の解説に当たっては、「会計検査のあらまし」に掲載されている要約文を資料として配付しますが、

検査報告に掲載されている詳細な全文を読んでみたいと思った場合は「会計検査院ホームページ（http://report.jbaudit.go.jp/)」

を参照してください。 

最終レポートについては、中間テストを実施した後に課題を Blackboard に掲載します。第７回以降の授業の内容を参考に作成

し、最終テストを実施した後の指定期日までに提出してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX394 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／課題解決演習Ａ 

(Seminar on Task Solutions A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

産業の多様性や関係性を理解する産学連携型 Project-Based Learning（初級編：1～3

学年を主対象とする） 

 

※4 年生は下記の「授業の内容」に記載された注意事項を必ず確認すること。 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX394 

 

授業の目標（Course Objectives） 

協力企業による講義やグループディスカッションを通じて、産業の多様性や関係性について学び、社会・経済の全体構造につい

て理解を深めることを目的とする。問題の背景を踏まえて自分の意見を述べるなど、論理的に物事を考え、発言する力を高める

こと、さらに議論を円滑に進めるスキル（ファシリテーション）も修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は、キャリア教育科目の基礎編（主に 1・2 年生を想定)に該当し、原則として業界ごとに各 3 回の授業で構成される。対象

業界としては、保険・メーカー・流通・サービス業および行政機関を予定している。本科目は講義に加えて、グループワーク・ディス

カッションなどを通じて提示された課題に対し具体的に解決策を考察する、産学連携型 Project-Based Learningである。提示され

た課題に関し、自ら考え、議論し、チームとして成果を上げることが重要であり、主体的かつ積極的な参加・貢献が求められる。 

 

※4 年生で受講を希望する者は、「ファシリテーションスキル」に関する図書を事前に読了し、学習した上で受講すること。（1 回目

の授業時に必ず学習成果を持参すること。それを確認する。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・チームビルディング 

2. 【協力企業 A】による講義および課題提示 

3. グループワーク 

4. 【協力企業 A】の課題に関する成果発表・総括 

5. 【協力企業 B】による講義および課題提示 

6. 【協力企業 B】の課題に関する成果発表・総括 

7. 【協力企業 C】による講義および課題提示 

8. グループワーク 

9. 【協力企業 C】の課題に関する成果発表・総括 

10. 【協力企業 D】による講義および課題提示 

11. 【協力企業 D】の課題に関する成果発表・総括 

12. 【協力企業 E】による講義および課題提示 

13. グループワーク 

14. 【協力企業 E】の課題に関する成果発表・総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

協力企業の提示課題に関し、個人・チームとして事前準備（情報収集・整理）が必須となる。授業時間外での主体的・積極的な学

習・作業は不可欠である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加・貢献度(70%)/学習の振り返りシート(30%) 

原則として全回出席すること。出席率が 80％未満の者は D 評価とする。なお、遅刻 2 回で欠席 1 回分と見なすので注意するこ

と。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中野民雄、『ファシリテーション革命』、岩波書店 

2. 中野民雄他、『ファシリテーション：実践から学ぶスキルとこころ』、岩波書店 

3. 堀公俊、『ファシリテーション入門』、日経文庫 
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その他、必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●協力企業(予定)：セブン‐イレブン・ジャパン、日立製作所、三井住友海上火災保険、エー・ピーカンパニー、八王子市役所等。

なお、協力企業の都合により、会社変更や順番・構成の変更があり得る。 

●下記、経済学部キャリア教育サイト「STORY」（ http://www.rikkyo.ac.jp/eco/career/story/） 

の情報発信に目を配ること。 

●本科目は、2015 年度までの「企画講座 G」に該当する。すでに同科目を履修済みのものは履修できないので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX395 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX395／企画講座３ 

(Endowed Lecture 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税と税理士制度 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士(SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公共政策の財源を調達しつつ、所得･富の再分配を行い、経済の安定化等に資する租税制度及びその運営を支える税理士制度

について学び、経済社会における租税の重要性を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

租税制度の基本的事項に触れつつ、税務及び税理士制度の役割、特徴、手続、今後の課題等について、制度及び実務の両面

から講義する。なお、講義は「立教税理士会」所属の税理士によるオムニバス方式とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. わが国の租税制度と税理士制度 

2. 中小企業と税理士業務 

3. 日本における電子申告の導入とその経緯 

4. 所得税入門① 給与所得と事業所得 

5. 所得税入門② 所得の内容と計算の仕組み 

6. 所得課税の構造と源泉徴収制度 

7. 相続税・贈与税の基礎 

8. 相続財産評価の実務 

9. 相続税・贈与税における居住用財産等の特例 

10. 法人税・所得税の視点からみた法人と個人事業主の違い 

11. 起業（会社設立）の実務 

12. 税務調査、経営の本質を突く「神対応」のススメ 

13. 消費税入門① 消費税の基礎 

14. 消費税入門② 消費税の実務 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後に Blackboard 上にて履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(30%)/レポート(30%)/課題(40%) 

受講態度、数回のレポート、課題等により総合的に評価する。欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX396 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX396／中級簿記１ 

(Intermediate Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正芳(ONO MASAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

株式会社が行うべき一連の基本的会計処理をできるようになることを目標とします。 

目安として簿記 2 級以上の知識を使いこなせるようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中級簿記１では、株式会社が行う取引の中でも、商品売買、代金決済、固定資産、税金、有価証券の売買、引当金の計上といっ

た一般的な取引について学習し、それらの取引を題材に利益計算・財産計算を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会計の目的と簿記：財務諸表の作成と簿記の要素 

2. 簿記一巡の手続：試算表・精算表・財務諸表 

3. 商品売買の処理(1) 売上原価と売上総利益の計算 

4. 商品売買の処理(2) 在庫管理 

5. 法人税、消費税、税効果  

6. 商品売買と手形－裏書・割引・不渡り－ 

7. 固定資産の処理(1) 減価償却 

8. 固定資産の処理(2) 売却・除却・廃棄 

9. 有価証券の処理(1) 売買目的有価証券 

10. 有価証券の処理(2) 満期保有目的債券 

11. 有価証券の処理(3) その他の有価証券 

12. 引当金（1） 引当金の仕組み 

13. 引当金（2） 各種引当金の処理 

14. 財務諸表の作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までに学習した処理を確実に行えるよう、かつその処理がなされる理由も説明できるように復習して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡部裕亘、片山覚、北村敬子編著、2018、『検定簿記講義／2級商業簿記(平成 29 年度版)』、中央経済社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX397 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX397／中級簿記２ 

(Intermediate Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正芳(ONO MASAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

株式会社が行うべき一連の基本的会計処理をできるようになることを目標とします。 

目安として簿記 2 級以上の知識を使いこなせるようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中級簿記２では、中級簿記１の内容を前提として、株式会社が行う処理の中でも、資金調達に関する処理、純資産に関する処理

といった少し高度な取引について学習し、それらの処理を題材に利益計算・財産計算を行うとともに、本支店会計や簡単な連結

会計といった応用的な内容を扱います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 純資産の処理(1) 純資産の項目と株式の発行による資金調達 

2. 純資産の処理(2) 利益計上と剰余金の配当 

3. 純資産の処理(3) 会社の合併 

4. リース会計（1） リースの開始 

5. リース会計（2） リース料の支払い 

6. 割引計算と会計(1) 割引計算の会計情報への組み込み 

7. 割引計算と会計(2) 退職給付引当金 

8. 割引計算と会計(3) 減損会計 

9. 外貨換算会計 

10. 本支店会計(1) 本支店間の取引 

11. 本支店会計(2) 本支店合併財務諸表の作成 

12. 連結会計（1） 連結の意義と基本的な考え方 

13. 連結会計（2） 支配獲得時の資本連結 

14. 連結会計（3） 連結 1 年目の処理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までに学習した処理を確実に行えるよう、かつその処理がなされる理由も説明できるように復習して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡部裕恒・片山覚・北村敬子編著、2018、『検定簿記講義／2級商業簿記(平成 30 年度版)』、中央経済社 

(ISBN:9784502805431) 

2018 年 7 月 28 日変更【変更理由：誤記訂正】 

変更前の記載内容 

書籍名：検定簿記講義／2 級商業簿記(平成 29 年度版) 

ISBN：なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX398 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX398／中級簿記１ 

(Intermediate Bookkeeping 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正芳(ONO MASAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

株式会社が行うべき一連の基本的会計処理をできるようになることを目標とします。 

目安として簿記 2 級以上の知識を使いこなせるようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中級簿記１では、株式会社が行う取引の中でも、商品売買、代金決済、固定資産、税金、有価証券の売買、引当金の計上といっ

た一般的な取引について学習し、それらの取引を題材に利益計算・財産計算を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 会計の目的と簿記：財務諸表の作成と簿記の要素 

2. 簿記一巡の手続：試算表・精算表・財務諸表 

3. 商品売買の処理(1) 売上原価と売上総利益の計算 

4. 商品売買の処理(2) 在庫管理 

5. 法人税、消費税、税効果  

6. 商品売買と手形－裏書・割引・不渡り－ 

7. 固定資産の処理(1) 減価償却 

8. 固定資産の処理(2) 売却・除却・廃棄 

9. 有価証券の処理(1) 売買目的有価証券 

10. 有価証券の処理(2) 満期保有目的債券 

11. 有価証券の処理(3) その他の有価証券 

12. 引当金（1） 引当金の仕組み 

13. 引当金（2） 各種引当金の処理 

14. 財務諸表の作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までに学習した処理を確実に行えるよう、かつその処理がなされる理由も説明できるように復習して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡部裕亘、片山覚、北村敬子編著、201８、『検定簿記講義／2 級商業簿記(平成 29 年度版)』、中央経済社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX399 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX399／中級簿記２ 

(Intermediate Bookkeeping 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正芳(ONO MASAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

株式会社が行うべき一連の基本的会計処理をできるようになることを目標とします。 

目安として簿記 2 級以上の知識を使いこなせるようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中級簿記２では、中級簿記１の内容を前提として、株式会社が行う処理の中でも、資金調達に関する処理、純資産に関する処理

といった少し高度な取引について学習し、それらの処理を題材に利益計算・財産計算を行うとともに、本支店会計や簡単な連結

会計といった応用的な内容を扱います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 純資産の処理(1) 純資産の項目と株式の発行による資金調達 

2. 純資産の処理(2) 利益計上と剰余金の配当 

3. 純資産の処理(3) 会社の合併 

4. リース会計（1） リースの開始 

5. リース会計（2） リース料の支払い 

6. 割引計算と会計(1) 割引計算の会計情報への組み込み 

7. 割引計算と会計(2) 退職給付引当金 

8. 割引計算と会計(3) 減損会計 

9. 外貨換算会計 

10. 本支店会計(1) 本支店間の取引 

11. 本支店会計(2) 本支店合併財務諸表の作成 

12. 連結会計（1） 連結の意義と基本的な考え方 

13. 連結会計（2） 支配獲得時の資本連結 

14. 連結会計（3） 連結 1 年目の処理 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までに学習した処理を確実に行えるよう、かつその処理がなされる理由も説明できるように復習して下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡部裕恒・片山覚・北村敬子編著、2018、『検定簿記講義／2級商業簿記(平成 30 年度版)』、中央経済社 

(ISBN:9784502805431) 

2018 年 7 月 28 日変更【変更理由：誤記訂正】 

変更前の記載内容 

書籍名：検定簿記講義／2 級商業簿記(平成 29 年度版) 

ISBN：なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX400 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎ゼミナール１ 

(Pro-Seminar1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックスキルを修得する 

担当者名 

（Instructor） 
経済学部教員が担当  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生活における基本的なアカデミックスキルを修得する 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献を調べる・読む、レポートを作成する（引用の仕方、注の付け方、参考文献の書き方を含む）、プレゼンテーションを行う、ディ

スカッション・ディベートを行う、アクティヴ・ラーニング型授業に参加する、などの大学生活における基本的なアカデミックスキルを

学び、修得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、自己紹介など 

2. 教員による輪読書のレジュメ・プレゼンテーション見本の提示 

3. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（１） 

4. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（２） 

5. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（３） 

6. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（４） 

7. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（５） 

8. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（６） 

9. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（７） 

10. "Master of Writing"を学ぶ 

11. レポート第１次草稿報告（１） 

12. レポート第１次草稿報告（２） 

13. レポート第１次草稿報告（３） 

14. レポート第１次草稿報告（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読のレジュメ作成、レポート作成のための文献調査などを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

輪読の準備・発表内容およびディスカッションへの参加度(60%)/レポート第１次報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回のゼミナールにて教員より指定がある。 

 

参考文献（Readings） 

立教大学大学教育開発・支援センター作成の"Master of Writing"を使用する（教員より配布予定）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX412 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎ゼミナール１ 

(Pro-Seminar1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックスキルを修得する 

担当者名 

（Instructor） 
経済学部教員が担当  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX400～414，501～518 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生活における基本的なアカデミックスキルを修得する 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献を調べる・読む、レポートを作成する（引用の仕方、注の付け方、参考文献の書き方を含む）、プレゼンテーションを行う、ディ

スカッション・ディベートを行う、アクティヴ・ラーニング型授業に参加する、などの大学生活における基本的なアカデミックスキルを

学び、修得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、自己紹介など 

2. 教員による輪読書のレジュメ・プレゼンテーション見本の提示 

3. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（１） 

4. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（２） 

5. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（３） 

6. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（４） 

7. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（５） 

8. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（６） 

9. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（７） 

10. "Master of Writing"を学ぶ 

11. レポート第１次草稿報告（１） 

12. レポート第１次草稿報告（２） 

13. レポート第１次草稿報告（３） 

14. レポート第１次草稿報告（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読のレジュメ作成、レポート作成のための文献調査などを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

輪読の準備・発表内容およびディスカッションへの参加度(60%)/レポート第１次報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回のゼミナールにて教員より指定がある。 

 

参考文献（Readings） 

立教大学大学教育開発・支援センター作成の"Master of Writing"を使用する（教員より配布予定）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX413 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎ゼミナール１ 

(Pro-Seminar1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックスキルを修得する 

担当者名 

（Instructor） 
経済学部教員が担当  

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生活における基本的なアカデミックスキルを修得する 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献を調べる・読む、レポートを作成する（引用の仕方、注の付け方、参考文献の書き方を含む）、プレゼンテーションを行う、ディ

スカッション・ディベートを行う、アクティヴ・ラーニング型授業に参加する、などの大学生活における基本的なアカデミックスキルを

学び、修得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、自己紹介など 

2. 教員による輪読書のレジュメ・プレゼンテーション見本の提示 

3. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（１） 

4. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（２） 

5. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（３） 

6. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（４） 

7. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（５） 

8. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（６） 

9. 文献輪読・ディスカッション・ディベート（７） 

10. "Master of Writing"を学ぶ 

11. レポート第１次草稿報告（１） 

12. レポート第１次草稿報告（２） 

13. レポート第１次草稿報告（３） 

14. レポート第１次草稿報告（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読のレジュメ作成、レポート作成のための文献調査などを行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

輪読の準備・発表内容およびディスカッションへの参加度(60%)/レポート第１次報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回のゼミナールにて教員より指定がある。 

 

参考文献（Readings） 

立教大学大学教育開発・支援センター作成の"Master of Writing"を使用する（教員より配布予定）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX481 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナ－ル（単年度） 

(One-year Term Seminars) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
災害復興と経済学 

担当者名 

（Instructor） 
藤本 典嗣(FUJIMOTO NORITSUGU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本ゼミナールは、地震・津波・台風・暴風・原発事故などの災害が起こった後の、復興について、経済学的に分析する視点を養う

ことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2011 年 3 月の東日本大震災・福島原発事故を契機に、災害のリスクが、国民の間で広く認識されるようになりました。被害が大

きかった東北地方の太平洋側の市町村をみても、被災地を放棄して、高台に新たに住宅・商業・オフィスを設ける三陸沿岸のよう

な地域もあれば、被災地にできるだけ住民を帰還させようとする福島県のような地域もあります。このような災害復興のあり方の

違いは、各国・各地域の経済制度・予算制約・経済規模・援助や支援など、経済学的な要因が大きいと考えられます。本ゼミナー

ルでは、災害復興に関連する文献を用いて、国・地域により、なぜ災害復興に違いが出てくるのか、経済学の視点を踏まえなが

ら明らかにしていきます。また、経済学では捉えきれない、文化・農漁村コミュニティ・交通・技術の問題についても、補完的にとり

あげます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめにーなぜ災害復興を経済学の視点から捉えるのか 

2. 原発災害からの復興政策１ 

3. 原発災害からの復興政策２ 

4. 地域経済からみる復興政策１ 

5. 地域経済からみる復興政策２ 

6. 東アジアの視点からみた東日本大震災１ 

7. 東アジアの視点からみた東日本大震災２ 

8. 復興の交通政策の国際比較１ 

9. 復興の交通政策の国際比較２ 

10. スマートシティによる復興１ 

11. スマートシティによる復興２ 

12. 物流の復興１ 

13. 物流の復興２ 

14. グローバル復興教育１ 

15. グローバル復興教育２ 

16. 地震メカニズムの国際比較１ 

17. 地震メカニズムの国際比較２ 

18. タイ大洪水の復興事例 

19. スマトラ沖地震と津波の復興事例 

20. 中国四川地震の復興政策１ 

21. 中国四川地震の復興政策２ 

22. 台湾大地震の復興政策１ 

23. 台湾大地震の復興政策２ 

24. ネパール地震の復興政策 

25. ハイチ大地震の復興政策１ 

26. ハイチ大地震の復興政策２ 

27. カトリーナハリケーンの復興政策 

28. 総括ー震災を経済学視点から国際比較することの意義の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストに沿って授業をおこなうので、予習としてテキストの該当箇所は、読んでおくことが望ましい。また、授業で紹介する資料、

文献は、授業がおこなわれた日のうちに、読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(30%)/出席・参加・発表(70%) 

平常点として出席・発表（70 点）を必須とし、レポートも、成績評価として考慮する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤本典嗣・厳成男・佐野孝治・吉高神明編著、2017、『グローバル災害復興論』、中央経済社 (ISBN:978-4-502-23541-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 馬奈木俊介、2013、『災害の経済学』、中央経済社 (ISBN:978-4502474200) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX482 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナ－ル（単年度） 

(One-year Term Seminars) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル化の中のアフリカが抱える諸問題の考察 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 優(SASAKI SUGURU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミナールでは、次の 2 点を目標とします。 

（１）地理的には日本から遥かに遠い「アフリカ」が、実は私たちの生活（食料・資源・エネルギー等）と密接に関わっていることを理

解する。 

（２）経済のグローバル化を踏まえつつ、「今日のアフリカが抱える課題」について、ディスカッションやグループワークを通じて、

様々な視点から理解・考察を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 私たちは食料やエネルギー、鉱物など、様々な資源を消費しています。しかし、グローバル化が急速に進展する現代社会にお

いて、資源の消費は、私たちの生活のみならず、その生産国に多大な影響を及ぼしています。言い換えると、資源のグローバル

化は、一方で豊かな生活をもたらし、他方で貧困や食料危機、紛争などの問題を招く要因となっています。その代表的な地域の

一つがアフリカです。 

 アフリカは、「最後のフロンティア」として経済やビジネスで注目されているが、他方で、貧困や紛争、疫病、飢餓など、開発途上

国が抱える様々な問題を凝縮した地域です。そこで、このゼミナールでは、アフリカの基礎知識を押さえた上で、（１）グローバル

化が進展する中で、アフリカがどのような課題を抱えているのか、（２）アフリカに見られる問題は、私たちの生活にどのような影響

を与えるのか、について理解を深めるとともに、専門書の購読やディスカッション、グループワークを通じて、考察していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（春学期） 

2. アフリカってどんなところ？ 

3. アフリカの基礎知識（政治） 

4. アフリカの基礎知識（経済） 

5. アフリカの基礎知識（社会・文化） 

6. アフリカの基礎知識（歴史） 

7. 世界の中のアフリカ（食料・農業生産） 

8. 世界の中のアフリカ（エネルギー） 

9. 世界の中のアフリカ（鉱物資源） 

10. 世界の中のアフリカ（経済成長と新興市場） 

11. 世界の中のアフリカ（移民・難民の余波） 

12. 世界の中のアフリカ（国連と対外関係） 

13. 世界の中のアフリカ（開発の功罪） 

14. 春学期のまとめ 

15. イントロダクション（秋学期） 

16. グローバル化とアフリカ問題（１） 

17. グローバル化とアフリカ問題（２） 

18. グローバル化とアフリカ問題（３） 

19. グローバル化とアフリカ問題（４） 

20. グローバル化とアフリカ問題（５） 

21. グローバル化とアフリカ問題（６） 

22. グループ発表（１） 

23. グループ発表（２） 

24. グループ発表（３） 

25. グループ発表（４） 

26. グループ発表（５） 

27. グループ発表（６） 

28. 秋学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 



 - 310 - 

授業内で扱ったトピックについて、不明な点を各自で調べてください。また、グループ発表に向けて、十分な準備が必要になりま

す。そのほかについては、授業中に相談・決定します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

個別発表およびグループワーク(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの参加・貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用するテキストについては、授業内で相談・決定します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

日本および世界で起こっている様々な問題について、日ごろから関心を持つようにして下さい。 

尚、皆さんが関心を持つテーマ（アフリカ以外の地域も含む）があれば、それらトピックも扱う予定です。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX483 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナ－ル（単年度） 

(One-year Term Seminars) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

経営戦略とヒューマン・リソース 

 

－ 経営者・就業者それぞれの視点からみた「企業」の研究 

担当者名 

（Instructor） 
海上 泰生(UNAKAMI YASUO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 経済主体として生産活動を行う「企業」の姿、あるいは、就業者の働く場として採用・雇用・育成を行う「企業」の姿。本ゼミナール

では、経営者側と就業者側の双方向から多面的に企業の実態を研究し、その経済活動の本質について理解を深め、文献輪読、

実在する具体的企業の研究、成果発表、議論の経験を経て、学究的能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 企業の事業活動のために必要な経営資源としては、いわゆる「ヒト（人材）」「モノ（設備・商品）」「カネ（資金）」「情報（知的財

産）」の４つが挙げられる。経営者は、経営戦略に従ってこうした資源を効果的に活かす必要があり、とくに「ヒト」については、単

なる労働力（ワーク・フォース）としてではなく、ヒューマンリソース（人財）として最重要視され、活躍することが期待されている。こ

のことは、すなわち就業者にとっても、自らの能力を最大限に発揮でき、働きやすい職場を備える企業こそ、強く優れた企業であ

るといえる。 

 本ゼミナールでは、こうした観点から、企業の経営戦略と経営資源について、まず学び、文献輪読、報告、議論を通して理解を

深める。その際、例えば、資金の獲得のために金融という仕組みがあり、情報の獲得にはＩＴ技術の利用などがあるなど、各人の

関心の広がりにも対応する。こうして経営者目線で考察した結果を踏まえ、併せて、ヒューマン・リソースとして自らが働くことを想

定して、就業者の視点からの企業との関わり、特に近時の「働き方改革」などの議論を含め、雇用の場となる企業の姿について、

改めて理解を深める。研究テーマは、以上のようなアプローチから設定する。全体を通して、研究・議論・レポートは、少人数グル

ープを単位とし、成果発表は、各担当分を個人単位で行う。全体人数にもよるが、期間中１回程度、全員での企業フィールドワー

クを予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献輪読・報告・ディスカッション 

3. 文献輪読・報告・ディスカッション 

4. 文献輪読・報告・ディスカッション 

5. 文献輪読・報告・ディスカッション 

6. 文献輪読・報告・ディスカッション 

7. 文献輪読・報告・ディスカッション 

8. 文献輪読・報告・ディスカッション 

9. 文献輪読・報告・ディスカッション 

10. 文献輪読・報告・ディスカッション 

11. 文献輪読・報告・ディスカッション 

12. 研究計画・構想・グループ組成 

13. 研究計画・構想・分担・ディスカッション 

14. 研究計画・構想・分担・ディスカッション 

15. 企業フィールドワーク 

16. 共同レポートの作成方針・経緯報告・ディスカッション 

17. グループ研究・経過報告・ディスカッション 

18. グループ研究・経過報告・ディスカッション 

19. グループ研究・経過報告・ディスカッション 

20. グループ研究・経過報告・ディスカッション 

21. グループ研究・経過報告・ディスカッション 

22. グループ研究・経過報告・ディスカッション 

23. グループ研究・経過報告・ディスカッション 

24. グループ研究・経過報告・ディスカッション 

25. 最終プレゼンテーション 

26. 最終プレゼンテーション 

27. 最終プレゼンテーション 

28. 全体総括、共同レポート提出 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 輪読対象文献については、あらかじめ精読し、自分なりの問題意識をもって臨むこと。グループ研究に際しては、十分な事前準

備をもって、自分の担当はもちろん担当以外の分野についても積極的に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(20%)/参加意欲および貢献度(40%)/プレゼンテーションおよび最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、指定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 網倉久永・新宅純二郎、2011、『経営戦略入門』、日本経済新聞出版社 (ISBN:ISBN:978-4-532-13403-7) 

2. 小池和男、2005、『仕事の経済学』、東洋経済新報社 (ISBN:ISBN:978-4-492-26072-2) 

3. 日本政策金融公庫、2015、『働く場としての中小企業の魅力』、日本政策金融公庫 (ISSN:ISBN:1883-5937) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX484 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナ－ル（単年度） 

(One-year Term Seminars) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本における都市生活の形成とインフラ事業 

担当者名 

（Instructor） 
嶋 理人(SHIMA RIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会経済史の文献講読や、資料を活用しての研究発表を通じ、近代日本における産業の発展と生活の変容について、地域に

着目しつつ学び考える。歴史的な視点から、現代社会を相対化して捉えられる力を身につけることを、目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、現代の多くの日本人が、当然のように享受している生活スタイル――郊外に居住し都心の職場へ通勤する――

がどのように形成されたか、主として戦前期のインフラ事業を題材とし、日本近代の特徴とそれが現在の日本に住む人々の生活

に及ぼしている影響について考える。具体的には鉄道（電鉄）を取り上げ、インフラの事業者と利用者の相互作用が、どのように

地域を形成するかに着目する。 

 授業の進め方は、春学期では先行研究となる文献を参加者と相談の上決め、輪読を行う。秋学期では、グループごとに一つの

地域を取り上げて、研究報告を行い、レポートをまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・講読文献の検討 

2. 概説・先行研究の解説 

3. 文献講読(1) 

4. 文献講読(2) 

5. 文献講読(3) 

6. 文献講読(4) 

7. 文献講読(5) 

8. 文献講読(6) 

9. 文献講読(7) 

10. 文献講読(8) 

11. 文献講読(9) 

12. 文献講読(10) 

13. 春学期のまとめ 

14. 秋学期への準備 

15. 秋学期のオリエンテーション 

16. 研究報告のやり方について 

17. グループ研究の中間報告(1) 

18. グループ研究の中間報告(2) 

19. グループ研究の中間報告(3) 

20. グループ研究の中間報告(4) 

21. グループ研究の中間報告(5) 

22. ここまでの反省・討論 

23. グループ研究発表(1) 

24. グループ研究発表(2) 

25. グループ研究発表(3) 

26. グループ研究発表(4) 

27. グループ研究発表(5) 

28. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

春学期では、講読する文献や参考資料を読んでおくこと。 

秋学期では、発表の準備を行い、討論の参考資料を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/グループ発表・報告(50%)/討論への参加(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

講読する文献は参加者と検討の上決定する。参考文献に候補の一部を挙げているので、関心のある方は事前に見てもらえれば

ありがたい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 三木理史、2010、『都市交通の成立』、日本経済評論社 (ISBN:978-4-8188-2082-1) 

2. 高階秀爾・芳賀徹・老川慶喜・高木博志、2014、『鉄道がつくった日本の近代』、成山堂書店 (ISBN:978-4-425-30361-8) 

3. さいたま市、2017、『さいたま市史 鉄道編』 

4. イアン・ゲードリー、2016、『通勤の社会史』、太田出版 (ISBN:978-4-7783-1510-8) 

5. H. Roger Grant. 2016. <I>Electric Interurbans and the American People</I>. Indiana University Press (ISBN:978-0-253-

02320-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX485 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナ－ル（単年度） 

(One-year Term Seminars) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

日本とアジアにおける格差拡大・環境破壊をはじめとする生存の危機と私たちの関与―

実例からの学びと実践研究― 

担当者名 

（Instructor） 
平井 朗(HIRAI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

豊かさを求めて経済を発展させてきた世界でなぜ「テロ」が横行するのか。第三世界や日本の格差拡大や環境破壊の事例を分

析し、その根源である開発主義を考察する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 戦後 70 余年を経た日本では、世界に溢れる「テロ」や戦争も身近に感じることはない。しかし、6人に 1 人の子どもが貧困にあ

えぎ、「豊かな」電力を支えた筈の原発のために 8 万人ほどが今も公の支援も無く彷徨う私たちの世界を平和であると言えるの

か。これら現在の諸問題を、経済開発と開発主義のもたらした矛盾・限界とする視点から分析する。 

 さまざまな事例や NGO などの実践例とそれらへの自身の関与を考察し、従前の開発経済学を超えて永続可能な社会をめざす

経済を構想する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、報告分担など今後の進め方の話し合い  

2. 基礎文献の講読・基礎理論講義と討論 

3. 基礎文献の講読・基礎理論講義と討論 

4. 基礎文献の講読・基礎理論講義と討論 

5. 基礎文献の講読・基礎理論講義と討論 

6. 基礎文献の講読・基礎理論講義と討論 

7. 基礎文献の講読・基礎理論講義と討論 

8. 基礎文献の講読・報告と討論 

9. 基礎文献の講読・報告と討論 

10. 基礎文献の講読・報告と討論 

11. 基礎文献の講読・報告と討論 

12. 研究計画作成  

13. 研究計画作成  

14. 夏休みに向けた研究構想発表、春学期まとめ 

15. 夏休み中の進行報告、研究報告分担等の話し合い 

16. 研究方法と研究報告について  

17. 研究報告と討論  

18. 研究報告と討論  

19. 研究報告と討論  

20. 研究報告と討論  

21. 研究報告と討論  

22. 論文（レポート）作成について 

23. 研究報告と討論  

24. 研究報告と討論  

25. 研究報告と討論  

26. 研究報告と討論  

27. 研究報告と討論  

28. 全体まとめ、最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読は文献の該当部分を熟読し、報告担当者はレジュメを作成、他のゼミ生は質問事項を用意すること。また、ネット上のグルー

プ機能等を利用して連絡、添削、情報共有等を行う。 

受講者数およびゼミ生の関心分野等によって進行は変更する場合がある。 

ゼミ生の希望によっては、夏季休暇中等に国内で、ゼミ合宿もしくはフィールドワークを開催する場合がある。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加（出席・討論など）(40%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡本三夫他編、2009、『新・平和学の現在』、法律文化社 

春学期ではテキストの他に毎回、講読文献を配布する。テキストは変更の可能性がある。 

 

参考文献（Readings） 

1. 郭洋春他編、2005、『環境平和学』、法律文化社 

2. 郭洋春他編、2004、『脱「開発」へのサブシステンス論』、法律文化社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX486 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナ－ル（単年度） 

(One-year Term Seminars) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較の視点からみる地域経済 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 祐介(TAKEUCHI YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本ゼミナールは，「地域経済」を題材として，経済学・経営学をはじめとする社会科学の理論を学び，実証分析を行う能力を身に

つけ，現代社会を客観的・相対的にみる視点を養うことを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日、地域経済のあり方は社会・経済的に注目を集めています。そこで本ゼミナールでは「地域経済」を研究対象とします。ゼミで

は地域経済分析に必要な理論、統計・資料分析を学んだうえでグループワークを実施し、グループ単位でレポートを作成しお互

いに発表します。その際、比較の視点、すなわち、「過去と現在」、「都市と農村」、「企業と家計」などの複眼的な観点によって地

域経済にアプローチします。そして地域経済の多面的な実態や、その可能性と限界を明らかにすることを目標とします。文献やグ

ループワークでの研究対象は参加者と相談して決めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期ガイダンス：学習のめあてとスケジュールの説明 

2. 輪読およびディスカッション 

3. 輪読およびディスカッション 

4. 輪読およびディスカッション 

5. 輪読およびディスカッション 

6. 輪読およびディスカッション 

7. アイデア出しとグループ決め 

8. グループでのディスカッション（レポートの構想打合せ） 

9. グループでのディスカッション（レポートの構想打合せ） 

10. グループでのディスカッション（レポートの構想打合せ） 

11. グループ間でお互いに進捗の報告会 

12. グループでのディスカッション（レポートの構想打合せ） 

13. グループでのディスカッション（レポートの構想打合せ） 

14. グループでのディスカッション（レポートの構想打合せ） 

15. 秋学期ガイダンス：グループでのレポート執筆にあたっての注意 

16. 共同レポートの作成、ディスカッション 

17. 共同レポートの作成、ディスカッション 

18. 共同レポートの作成、ディスカッション 

19. 共同レポートの作成、ディスカッション 

20. 中間報告会 

21. 共同レポートの作成、ディスカッション 

22. 共同レポートの作成、ディスカッション 

23. 共同レポートの作成、ディスカッション 

24. 共同レポートの作成、ディスカッション 

25. グループワーク最終発表会 

26. グループワーク最終発表会 

27. グループワーク最終発表会 

28. 全体の振りかえりとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回のガイダンスで具体的に指示 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習への参加、貢献(40%)/報告(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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受講者と相談して決定 

 

参考文献（Readings） 

1. 中村隆英、1993、『日本経済－その成長と構造 第 3 版』、東京大学出版会 (ISBN:9784130420426) 

2. 岡田知弘・川瀬光義、2007、『国際化時代の地域経済学』、有斐閣 (ISBN:9784641123229) 

3. 荏開津典生・鈴木宣弘、2015、『農業経済学 第 4 版』、岩波書店 (ISBN:9784000289177) 

4. 高橋孝明、2007、『都市経済学』、有斐閣 (ISBN:9784641184060) 

5. 橘川武郎・平野創、2014、『日本の産業と企業－発展のダイナミズムをとらえる』、有斐閣 (ISBN:9784641220355) 

6. 三和良一・原朗、2010、『近現代日本経済史要覧 補訂版』、東京大学出版会 (ISBN:9784130421362) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX487 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナ－ル（単年度） 

(One-year Term Seminars) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニティエネルギー計画論 

担当者名 

（Instructor） 
古屋 将太(FURUYA SHOTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大規模集中型から小規模分散型へと変化が進むエネルギーシステムの変容において、地域コミュニティが主導する再生可能エ

ネルギーの意義と可能性、課題を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

再生可能エネルギー事業の経済性を左右する政策枠組みや資金調達の仕組み、地域のステークホルダーとの合意形成プロセ

スなどについて、国内外の文献や資料から情報収集を行う。また、グループで調査研究テーマを設定し、グループレポートを作成

し、発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献輪読（1）固定価格買取制度 

3. 文献輪読（1）固定価格買取制度 

4. 文献輪読（1）固定価格買取制度 

5. レポート作成方法ワークショップ 

6. 文献輪読（2）コミュニティエネルギー計画・開発 

7. 文献輪読（2）コミュニティエネルギー計画・開発 

8. 文献輪読（2）コミュニティエネルギー計画・開発 

9. 自然エネルギーと映像メディアワークショップ 

10. 文献輪読（3）風力発電事業 

11. 文献輪読（3）風力発電事業 

12. 文献輪読（3）風力発電事業 

13. 社会調査方法ワークショップ 

14. グループワーク準備ワークショップ 

15. 文献輪読（4）木質バイオマス事業 

16. 文献輪読（4）木質バイオマス事業 

17. グループワーク進捗報告 A-1 

18. グループワーク進捗報告 B-1 

19. グループワーク進捗報告 C-1 

20. ワークショップ 

21. グループワーク進捗報告 A-2 

22. グループワーク進捗報告 B-2 

23. グループワーク進捗報告 C-2 

24. プレゼンテーション方法ワークショップ 

25. グループワーク進捗報告 A-3 

26. グループワーク進捗報告 B-3 

27. グループワーク進捗報告 C-3 

28. グループレポート発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読について、授業時間内にゼミ生が発表を行うため、割り当てにそって担当者は事前にテキストを読み、レジュメを作成するこ

と。グループワークについて、グループごとに研究プロジェクトを設定し、授業時間内に進捗報告を行うため、授業時間外にグル

ープメンバーそれぞれが分担する調査・分析作業を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

輪読・グループワーク参加(50%)/ディスカッション参加(20%)/レポート提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. Miguel Mendonca, David Jacobs and Benjamin Sovacool. 2010. Powering the Green Economy: The Feed-in Tariff Handbook. 

Earthscan (ISBN:978-1-84407-858-5) 

2. 飯田哲也＋環境エネルギー政策研究所、2014、『コミュニティパワー — エネルギーで地域を豊かにする』、学芸出版社 

(ISBN:978-4761525842) 

3. 安田陽、2013、『日本の知らない風力発電の実力』、オーム社 (ISBN:978-4274069505) 

4. 相川高信、2014、『木質バイオマス事業 — 林業地域が成功する条件とは何か』、全国林業改良普及協会 (ISBN:978-

4881383179) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX520 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎ゼミナール２ 

(Pro-Seminar2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックスキルを修得・発展させる 

担当者名 

（Instructor） 
経済学部教員が担当  

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX1020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生活における基本的なアカデミックスキルを修得・発展させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「基礎ゼミナール１」において修得した文献を調べる・読む、レポートを作成する（引用の仕方、注の付け方、参考文献の書き方を

含む）、プレゼンテーションを行う、ディスカッション・ディベートを行う、アクティヴ・ラーニング型授業に参加する、などの大学生活

における基本的なアカデミックスキルを活かしてレポートを完成させるととともに、その能力をさらに発展させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. レポート第２次草稿報告（１） 

2. レポート第２次草稿報告（２） 

3. レポート第２次草稿報告（３） 

4. レポート第２次草稿報告（４） 

5. "Master of Presentation"を理解してプレゼンの準備を行う 

6. レポート最終版をプレゼンテーション（１） 

7. レポート最終版をプレゼンテーション（２） 

8. レポート最終版をプレゼンテーション（３） 

9. レポート最終版をプレゼンテーション（４） 

10. グループワーク、アクティブラーニングを学ぶ（１） 

11. グループワーク、アクティブラーニングを学ぶ（２） 

12. グループワーク、アクティブラーニングを学ぶ（３） 

13. グループワーク、アクティブラーニングを学ぶ（４） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レポート作成のための文献調査、グループワークおよびアクティヴラーニングのための事前準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート最終報告(60%)/レポート以外の課題への取り組み態度とその成果(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教員より指示する 

 

参考文献（Readings） 

立教大学大学教育開発・支援センター作成の"Master of Presentation"を使用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX555 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／課題解決演習Ｃ 

(Seminar on Task Solutions C) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
協働して成果を出す力を高める課題解決型学習（Project-Based Learning) 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX555 

 

授業の目標（Course Objectives） 

協力企業から提示された課題に取り組みながら、実社会で起きている問題を、専門科目として学んでいる経済学等の学問領域と

結びつけて考えられるようにしていくことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本科目は、業界の異なる企業 2社と連携をしながら、これからの社会に必要とされる様々な課題について考える授業です。それ

ぞれの企業から与えられたテーマに対し、チームに分かれて内容の検討とディベートを行った上で、その課題について検討した

結果をパワーポイント等を使いながらプレゼンテーションを行っていきます。少人数のチーム単位で課題に取り組むことが各回の

授業の中心になるため、チームメンバーが互いにコミュニケーションを密にしてチーム運営を進めることが求められます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のガイダンス 

2. 企業 A(株式会社栄光)からの課題提示 

3. 企業 Aによる講義、ディベート、グループワーク① 

4. 企業 Aによる講義、ディベート、グループワーク② 

5. 企業 Aによる講義、ディベート、グループワーク③ 

6. 企業 Aによる講義、ディベート、グループワーク④ 

7. 企業 Aによる最終講義・ディスカッション・グループ発表 

8. 企業 B(READYFOR 株式会社)からの課題提示 

9. 企業 B による講義、ディベート、グループワーク① 

10. 企業 B による講義、ディベート、グループワーク② 

11. 企業 B による講義、ディベート、グループワーク③ 

12. 企業 B による講義、ディベート、グループワーク④ 

13. 企業 B による最終講義・ディスカッション・グループ発表 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で必要に応じて指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への貢献度(70%)/レポート(30%) 

原則として全回出席することが必要です。出席率が 80％未満の者は D 評価となります。なお、遅刻 2 回で欠席 1 回分と見なしま

すので注意するようにして下さい。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で必要に応じて指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で必要に応じて指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●履修定員：20 名（他学部履修を可としますが、定員を超える場合は基本的に経済学部の学生が優先されます。） 

●2・3 年生を主な履修対象者としますが、4 年生でも希望者は受け入れます。 

●今年度の企業は、前半は「株式会社栄光」、後半は「READYFOR 株式会社」となります。前者の栄光グループは、学習塾(栄光

ゼミナール)や語学教室等の『教育事業』や、教育機関へのトータルサポートを行う『教育ソリューション事業』、さらに印刷業、緑

化・清掃事業、不動産業からなる『その他の事業』を行っています。後者の READYFOR 株式会社は、日本最大規模のクラウドフ

ァンディング会社として、「誰もがやりたいことを実現できる世の中をつくる」という理念を掲げ、様々な理由でお金を必要としてい

る人に対し、 共感した人がインターネットを通じて資金を出して支援をするという新しい金融の仕組みを運営している会社であ



 - 323 - 

り、2016 年には日本サービス大賞優秀賞を受賞しています。 

●経済学部キャリア教育サイト「STORY」（http://www.rikkyo.ac.jp/eco/career/story/）の情報発信に目を配るようにして下さい。 

 

※本科目は提出されたレポートに基づき履修者を決定します。履修希望者は、3 月 27 日(火)から 4 月 4 日(水)17 時までにレポ

ートを教務事務センターに提出して下さい。レポートのテーマは、「この授業の履修を希望する志望理由と、授業を通じてどのよう

な知識や能力を身につけたいと考えているかについて、1000 字程度で論述すること」(A4 サイズ 1 枚にまとめ、教務事務センター

窓口にあるレポートの表紙をつけ、ホチキス止めをして提出すること)です。選考結果については、4 月 7 日(土)に経済学部掲示

板で行います。なお、履修を許可された学生の登録は大学が行いますので、履修登録状況画面（Web）にて確認して下さい。ま

た、上記の内容について変更等がある場合は、経済学部掲示板で掲示しますので、履修希望者は確認するようにして下さい。 

 

※本科目は 2015 年までの「企画講座Ⅰ」に該当します。すでに「企画講座Ⅰ」を履修済みの者は履修できないので注意して下さ

い。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX556 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX556／行政学１ 

(Public Administration 1) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，受講生が興味深い行政現象を記述し分析する能力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 行政学は，「有権者」としての視点（制度論），「納税者」としての視点（管理論），及び「消費者」としての視点（政策論）という 3つ

の視点から行政現象に複眼的にアプローチする学問である。このうち行政学 1では，上記アプローチに対応した 3 つのパートの

うち，制度論及び管理論の一部を取り上げる。各パートでは，行政現象についての興味深いパズルを設定した後（1 週目），これ

を分析する（2 週目）。 

 なお，行政学 2 をあわせて受講することが望ましい。 また，受講にあたっては，過去の授業評価アンケート結果を参考にするこ

と（http://www2.rikkyo.ac.jp/web/haradahi/）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政学入門 1：何を学ぶのか？（行政学の体系） 

2. 行政学入門 2：どうやって学ぶのか？（行政学の方法） 

3. 制度論 1：官民関係論─規制改革はなぜ進まないのか？ 前編 

4. 制度論 1：官民関係論─規制改革はなぜ進まないのか？ 後編 

5. 制度論 2：政官関係論──政治家は幹部職員人事権をなぜ抑制的に行使するのか？ 前編 

6. 制度論 2：政官関係論──政治家は幹部職員人事権をなぜ抑制的に行使するのか？ 後編 

7. 制度論 3：行政組織論──内閣官房・内閣府はなぜ肥大化したのか？ 前編 

8. 制度論 3：行政組織論──内閣官房・内閣府はなぜ肥大化したのか？ 後編 

9. 制度論 4：公務員制度論──人事院はなぜ廃止されなかったのか？ 前編 

10. 制度論 4：公務員制度論──人事院はなぜ廃止されなかったのか？ 後編 

11. 管理論 1：財源管理論──日本の財政赤字は先進国でなぜ最悪なのか？ 前編 

12. 管理論 1：財源管理論──日本の財政赤字は先進国でなぜ最悪なのか？ 後編 

13. 管理論 2：人事管理論──国家公務員の総量抑制方式はなぜ機能したのか？ 前編 

14. 管理論 2：人事管理論──国家公務員の総量抑制方式はなぜ機能したのか？ 後編 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の講義のみ資料を配布する。事前にダウンロードあるいはプリントして講義に臨むこと。受講後，教科書で示している文献や

サイト等にあたり講義内容の理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:9784589037909) 

 

参考文献（Readings） 

1. 西尾勝、2001、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641049777) 

2. 真渕勝、2009、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641049831) 

3. 曽我謙悟、2013、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641124833) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX557 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX557／行政学２ 

(Public Administration 2) 

担当者名 

（Instructor） 
原田 久(HARADA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，受講生が興味深い行政現象を記述し分析する能力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

行政学は，「有権者」としての視点（制度論），「納税者」としての視点（管理論），及び「消費者」としての視点（政策論）という 3 つ

の視点から行政現象に複眼的にアプローチする学問である。このうち行政学 2では，上記アプローチに対応した 3 つのパートの

うち，管理論の一部及び政策論を取り上げる。各パートでは，行政現象についての興味深いパズルを設定した後（1 週目），これ

を分析する（2 週目）。 

 なお，行政学 1 を修得済であることが望ましい。また，受講にあたっては，過去の授業評価アンケート結果を参考にすること

（http://www2.rikkyo.ac.jp/web/haradahi/）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 行政学入門：行政学の方法と体系 

2. 管理論 3：所掌事務管理論―共管競合事務はなぜ増大したのか？ 前編 

3. 管理論 3：所掌事務管理論―共管競合事務はなぜ増大したのか？ 後編 

4. 管理論 4：情報資源管理論―統計調査の集権化はなぜ進まないのか？ 前編 

5. 管理論 4：情報資源管理論―統計調査の集権化はなぜ進まないのか？ 後編 

6. 政策論 1：政策課題設定過程論─こんにゃく入りゼリーはなぜ規制されたのか？ 前編 

7. 政策論 1：政策課題設定過程論─こんにゃく入りゼリーはなぜ規制されたのか？ 後編 

8. 政策論 2：政策決定過程論─パブリック・コメント手続はなぜ機能しないのか？ 前編 

9. 政策論 2：政策決定過程論─パブリック・コメント手続はなぜ機能しないのか？ 後編 

10. 政策論 3：政策実施過程論─生活保護世帯はなぜ急増したのか？ 前編 

11. 政策論 3：政策実施過程論─生活保護世帯はなぜ急増したのか？ 後編 

12. 政策論 4：政策評価過程論─政策評価は政策の見直しになぜつながらないのか？ 前編 

13. 政策論 4：政策評価過程論─政策評価は政策の見直しになぜつながらないのか？ 後編 

14. 行政学の発展学習に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後，教科書で示している文献やサイト等にあたり講義内容の理解を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 原田 久、2016、『行政学』、法律文化社 (ISBN:4589037904) 

 

参考文献（Readings） 

1. 西尾勝、2001、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641049777) 

2. 真渕勝、2009、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641049831) 

3. 曽我謙悟、2013、『行政学』、有斐閣 (ISBN:4641124833) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 326 - 

■BX560 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／統計調査論１ 

(Statistical Research 1) 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX560 

 

授業の目標（Course Objectives） 

統計的な社会調査の意義と諸類型に関する基本的事項を理解し，資料やデータの収集から分析までの諸過程に関する基礎的

な事項について概説する。加えて、メディアで報道される社会調査に対して批判的に検討するスキルの習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査の目的や方法論について概説しつつ，統計調査と質的調査，質問紙調査と事例研究法などの類型を整理し，社会調査

の歴史や調査の種類についても学ぶ。あわせて，データの収集から分析までの実施過程に関する基礎的な事項についても概説

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査の目的 ～イントロダクション～ 

2. 社会調査のいろいろな方法 

3. 社会調査の歴史（１） 

4. 社会調査の歴史（２） 

5. 社会調査の歴史（3） 

6. 日本における官庁統計 

7. 標本計画と抽出方法 

8. 問題の関心と仮説の設定 

9. 量的調査の種類と特徴 

10. 量的調査の実施プロセス 

11. 質的調査法とはなにか～量的調査との違い 

12. 質的調査の種類と特徴 

13. 質的調査の実施プロセス 

14. 調査倫理と社会調査の諸問題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞、テレビ、ニュースサイトで報じられる調査結果に目を通し、どのような社会調査が行われているのかに関心を持つことが望

ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/レポート(25%)/授業内課題(25%) 

Blackboard 上で授業資料を配布する。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 轟 亮 (編集), 杉野 勇 (編集)、2017、『入門・社会調査法〔第 3 版〕: 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-

4535582460) 

2. 大谷信介ほか編、2005、『社会調査へのアプローチ 第 2 版』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は社会調査士科目 Aに対応している。詳しくは社会情報教育研究センターの HP（https://csi.rikkyo.ac.jp/）を参照する

こと。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX561 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／統計調査論２ 

(Statistical Research2) 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX561 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査によって資料やデータを収集し，分析しうる形にまで整理していく方法を習得する。加えて，自分で問題を発見し、その

問題を実証するためのスキルを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

簡単な量的社会調査の実施過程を体験することで，社会調査の企画，全数調査と標本調査，標本誤差，サンプリングの方法（単

純無作為化法・多段抽出法・層化抽出法），調査票の設計（質問文・選択肢の設計），結果の分析法（単純集計・二変数の分析）

などの理解・習得を目指す。なお，授業内ではパソコンを利用した課題を行うことがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：社会調査とは何か？ 

2. 社会調査の分類：量的／質的調査、全数／標本調査 

3. 社会調査の企画・設計 1：調査テーマの設定 

4. 社会調査の企画・設計 2：仮設の生成 

5. 調査票の作成 1：調査票の構成・質問文の並べ方 

6. 調査票の作成 2：質問文の言いまわし（ワーディング） 

7. サンプリングの方法 1：標本抽出の理論 

8. サンプリングの方法 2：標本抽出の実際 

9. 量的調査の諸方法 

10. 調査の実施 

11. 調査データの作成 

12. 調査データの分析 1：単純集計 

13. 調査データの分析 2：変数間の関連を明らかにする 

14. 調査報告書の作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

新聞、テレビ、ネットニュースなどで報じられているアンケート調査に目を通し、現実にどのような社会調査が行われているのかに

関心を持つことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内課題(50%) 

毎回の授業で Blackboard を用いた課題を出すので、パソコンの操作に慣れていることが望ましい。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 轟 亮 (編集), 杉野 勇 (編集)、2017、『入門・社会調査法〔第 3 版〕: 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-

4589038173) 

2. 大谷信介ほか編、2005、『社会調査へのアプローチ[第 2 版]』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

3. 鈴木淳子、2016、『質問紙デザインの技法[第 2 版]』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510755) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は社会調査士科目 Bに対応している。詳しくは立教大学社会情報教育研究センターのホームページ

（https://csi.rikkyo.ac.jp/）を参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX562 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／調査実習 

(Survey Methods) 

担当者名 

（Instructor） 
朝岡 誠(ASAOKA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
BX562 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の理論を概観するとともに，仮説の構築や質問紙の設計など，社会調査の技法を理解する。調査の企画・設計からデ

ータの収集・分析に関する具体的な方法などを身につけ，量的調査をはじめとした科学的な社会調査の理論と方法について理解

することで，独力で適切な調査のデザインができるようになることを目標とする。各自の研究活動の基礎となる事実認識のための

データ収集の技術を身につけ，調査リテラシーを身につけることをねらいとする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的には技法に関する解説が中心となるものの，受講人数の多寡に応じて適宜質疑応答やディスカッションなども交える。受

講生が授業を通じて得た知識をもとに調査の企画を立てることを最終的な課題とし，各自の研究テーマについて，調査研究（社

会調査に基づく研究）を行うとした場合にどのような仮説が立て得るのか，そのときどのような調査実施計画を立てるべきか，など

を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査とは何か：概説，目的，歴史 

2. 社会調査の類型と一般的手順 

3. 研究と調査課題：仮説の作り方 

4. 受講生による調査プラン発表（中間報告） 

5. 標本調査の理論と実際：設計と抽出方法 

6. 質問紙調査の方法：質問紙の構成とフロー 

7. 質問紙調査の方法：質問のワーディング 

8. 質問紙調査の方法：選択肢の設け方 

9. 調査の実施方法 

10. データの作成・集計・分析：基礎的集計，統計的な分析の基礎，結果のまとめ方 

11. 質的な調査：意義と方法，種類と事例，記述と説明 

12. インタビュー法：類型，実施方法，結果の整理 

13. さまざまなフィールドワーク：類型と事例，記述・説明・解釈 

14. 受講生による調査プラン発表 

15. コーディングガイドの作成     

16. エディティング     

17. データ入力     

18. 統計ソフトの利用／データハンドリング     

19. 統計分析の確認と実践（１） 記述統計     

20. 統計分析の確認と実践（２） クロス集計表とカイ二乗分析     

21. 統計分析の確認と実践（３） 平均値の差の検定     

22. 統計分析の確認と実践（４） 相関分析と多変量解析     

23. 統計分析の確認と実践（５） 重回帰分析     

24. 報告書の作成（１） 統計データのまとめ方        

25. 報告書の作成（２） プレゼン資料の作成     

26. 報告書の作成（３） プレゼンテーションの実施１     

27. 報告書の作成（４） プレゼンテーションの実施２     

28. 報告書の作成（５） 調査報告書の作成     

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業期間の提出物や，期末レポートの提出には，Blackboard を利用する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小提出課題(30%)/プレゼンテーション／ディスカッション(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

出席回数ではなく、授業内で数回行うプレゼンテーションの内容を重視する。 

 

テキスト（Textbooks） 
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特に指定しない。Blackboard にて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 轟 亮 (編集), 杉野 勇 (編集)、2017、『入門・社会調査法〔第 3 版〕: 2 ステップで基礎から学ぶ』、法律文化社 (ISBN:978-

4589038173) 

2. 大谷信介ほか編、2005、『社会調査へのアプローチ [第 2 版]』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

3. 鈴木淳子、2016、『質問紙デザインの技法[第 2 版]』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4779510755) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX566 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済英語２ 

(English for Current Topics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
お金と経済 ーMoney and the Economyー 

担当者名 

（Instructor） 
宮越 浩子(MIYAKOSHI HIROKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX566 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的平易な英文で経済について書かれた文章に触れることで読解力を高めると同時に、英語での基礎的な経済概念修得を目

標とする。また合わせて、日本語、英語で集めた情報をまとめるグループワークを行い、英語でアウトプットができるようになること

を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語力初級者対象。授業の前半ではテキストを使い、後半はテキストで扱ったトピックを応用し,その場で情報を集め、英語でまと

めて、発表するグループワークを行う。授業内に単語、読解力確認のために小テストを行う。社会人になってから役立つスキル習

得を意識した授業。 

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず WiFi接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果

は成績には影響しない） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに −授業の進め方について− 英語力テスト 

2. 数字に強くなろう -Numbers in English- 

3. テキスト読解＋グループワーク 

4. テキスト読解＋グループワーク 

5. テキスト読解＋グループワーク 

6. テキスト読解＋グループワーク 

7. テキスト読解＋グループワーク 

8. テキスト読解＋グループワーク 

9. テキスト読解＋グループワーク 

10. テキスト読解＋グループワーク 

11. テキスト読解＋グループワーク 

12. テキスト読解＋グループワーク 

13. テキスト読解＋グループワーク 

14. まとめ 英語力テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定された範囲の文章を読み（１ページ）、設問に回答する（２ページ)などを授業の事前準備として課す。 

予習箇所については、授業の最後に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な受講態度／グループワークへの貢献／プレゼンテーション(30%)/リフレクションペーパー(30%)/授業内に行う小テスト

(20%)/授業の事前準備(20%) 

７０％以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池上彰／ロバート・Ａ・ミンツァー、2012、『All About Money and the Economy（やさしく読めるお金と経済の話）』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料配布、事前課題の提出、小テスト、リアクションペーパーの記入／提出、授業についての告知／変更事項については

Blackboard 上で告知／実施するので、常にチェックすること。       

授業中に調べ学習やプレゼンテーションの準備を行うので、必ず毎回 WiFi に接続可能なパソコンを持参のこと。  
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和英英和、英英辞書は毎回持参すること。PC やタブレットの辞書機能を使っても可。    

   

グループワーク、プレゼンテーションを適宜行う。積極的な受講態度が期待される。    

   

この授業ではゲストスピーカーを予定している。先方の都合によってどの回で行うかはこの時点では未定であるため、後日アナウ

ンスする。          

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず WiFi接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果

は成績には影響しない）       

 

注意事項（Notice） 
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■BX567 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済英語３ 

(English for Current Topics 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
お金と経済 ーMoney and the Economyー 

担当者名 

（Instructor） 
宮越 浩子(MIYAKOSHI HIROKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX567 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的平易な英文で経済について書かれた文章に触れることで読解力を高めると同時に、英語での基礎的な経済概念修得を目

標とする。また合わせて、日本語、英語で集めた情報をまとめるグループワークを行い、英語でアウトプットができるようになること

を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語力初級者対象。授業の前半ではテキストを使い、後半はテキストで扱ったトピックを応用し,その場で情報を集め、英語でまと

めて、発表するグループワークを行う。授業内に単語、読解力確認のために小テストを行う。社会人になってから役立つスキル習

得を意識した授業。 

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず WiFi接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果

は成績には影響しない） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに −授業の進め方について− 英語力テスト 

2. 数字に強くなろう -Numbers in English- 

3. テキスト読解＋グループワーク 

4. テキスト読解＋グループワーク 

5. テキスト読解＋グループワーク 

6. テキスト読解＋グループワーク 

7. テキスト読解＋グループワーク 

8. テキスト読解＋グループワーク 

9. テキスト読解＋グループワーク 

10. テキスト読解＋グループワーク 

11. テキスト読解＋グループワーク 

12. テキスト読解＋グループワーク 

13. テキスト読解＋グループワーク 

14. まとめ 英語力テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定された範囲の文章を読み（１ページ）、設問に回答する（２ページ)などを授業の事前準備として課す。 

予習箇所については、授業の最後に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な受講態度／グループワークへの貢献／プレゼンテーション(30%)/リフレクションペーパー(30%)/授業内に行う小テスト

(20%)/授業の事前準備(20%) 

７０％以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池上彰／ロバート・Ａ・ミンツァー、2012、『All About Money and the Economy（やさしく読めるお金と経済の話）』、朝日出版社 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料配布、事前課題の提出、小テスト、リアクションペーパーの記入／提出、授業についての告知／変更事項については

Blackboard 上で告知／実施するので、常にチェックすること。       

授業中に調べ学習やプレゼンテーションの準備を行うので、必ず毎回 WiFi に接続可能なパソコンを持参のこと。  
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和英英和、英英辞書は毎回持参すること。PC やタブレットの辞書機能を使っても可。    

   

グループワーク、プレゼンテーションを適宜行う。積極的な受講態度が期待される。    

   

この授業ではゲストスピーカーを予定している。先方の都合によってどの回で行うかはこの時点では未定であるため、後日アナウ

ンスする。         

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず WiFi接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果

は成績には影響しない）       

 

注意事項（Notice） 
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■BX569 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済英語４ 

(English for Current Topics 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

社会課題を経済的な観点から分析／議論 -Analysis of Real Social Issues from an 

Economic Perspective- 

担当者名 

（Instructor） 
宮越 浩子(MIYAKOSHI HIROKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX569 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実際の社会の動き、社会課題を取り上げて、それを経済的な観点から議論する。社会人になってから役に立たすスキル「英語と

日本語を行き来する編集力」を身につけて、言語による情報ギャップを埋められるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語力中級者対象。授業の前半では国内外の経済誌や論文を読解し、後半はそのテーマに沿ったお題が提供され、その場で日

本語と英語で情報を集め、日本語か英語でまとめて、発表するグループワークを行う。授業内に単語、読解力確認のために小テ

ストを行う。社会人になってから役立つスキル習得を意識した授業。 

授業内容については、直近の社会の動きや社会課題に言及する。現時点で想定しうる内容は、AI と働き方の変化、ベーシックイ

ンカム、クラウドファンディング、仮想通貨などである。 

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず WiFi接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果

は成績には影響しない） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに −授業の進め方について− 英語力テスト 

2. 情報のリソース、メディア・リテラシーについて  

3. 記事／論文読解＋グループワーク 

4. 記事／論文読解＋グループワーク 

5. 記事／論文読解＋グループワーク 

6. 記事／論文読解＋グループワーク 

7. 記事／論文読解＋グループワーク 

8. 記事／論文読解＋グループワーク 

9. 記事／論文読解＋グループワーク 

10. 記事／論文読解＋グループワーク 

11. 記事／論文読解＋グループワーク 

12. 記事／論文読解＋グループワーク 

13. 記事／論文読解＋グループワーク 

14. まとめ 英語力テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された記事／論文を読み、単語の意味などを調べておき、議論ができるように準備をしておく。 

授業の最後に次の授業の学習内容について指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な受講態度／グループワークへの貢献／プレゼンテーション(30%)/リフレクションペーパー(30%)/授業内に行う小テスト

(20%)/授業の事前準備(20%) 

７０％以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しない。使用する英語、もしくは日本語の記事や論文は Blackboard などで提供、もしくは前週の授業で配布

する予定。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料配布、事前課題の提出、小テスト、リアクションペーパーの記入／提出、授業についての告知／変更事項については

Blackboard 上で告知／実施するので、常にチェックすること。       
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授業中に調べ学習やプレゼンテーションの準備を行うので、必ず毎回 WiFi に接続可能なパソコンを持参のこと。  

     

和英英和、英英辞書は毎回持参すること。PC やタブレットの辞書機能を使っても可。    

   

グループワーク、プレゼンテーションを適宜行う。積極的な受講態度が期待される。    

   

この授業ではゲストスピーカーを予定している。先方の都合によってどの回で行うかはこの時点では未定であるため、後日アナウ

ンスする。       

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず Wifi 接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果は

成績には影響しない）       

 

注意事項（Notice） 
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■BX571 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済英語５ 

(English for Current Topics 5) 

担当者名 

（Instructor） 
阪本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX571 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治経済，経営の知的枠組みを理解し，コンテンポラリーな話題について論理的に思考し, 英語で議論できる力を養う。 

ビジネスの常識を学ぶ。例えば，時間厳守，準備，積極的貢献， 熟考の上に自分の言葉で詳細なフィードバック。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界の一流人と四つに組んで仕事をするために重要なのは，ペラペラしゃべる事ではなく，まず知的な文章を正確に読み, 内容

を自分の頭で考える, 次に適切な大人の語彙を使って書ける, 最後に論理的に話せるという事です。 

そのために授業では, まず優れた英文を朗読し，翻訳します。その際，論理，文体，語彙，用法も含めてしっかり読み，多読しま

す。その後，シチュエーションや背景となる知的枠組みを理解するための問いに対し, 自分の頭で考えリアクションペーパーに書

く（日本語）事を要求します。 

巷で言われるような，楽をして学べる英語なんてものは存在しません。ドラッカーの文章には経営のみならず人生を生きる上での

知恵が沢山詰まっており, 学生の皆さんには挑戦しがい十分, かつ 今後の人生の糧になること間違いなしです。外国の知識人

たちと対等で相互に尊敬される人間関係を作れるような国際人を目指し一緒に努力しましょう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪読 

2. 輪読 

3. 輪読 

4. 輪読 

5. 輪読 

6. 輪読 

7. 輪読 

8. 輪読 

9. 輪読 

10. 輪読 

11. 輪読 

12. 輪読 

13. 輪読 

14. 輪読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業対象部分の読解，翻訳，朗読。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習（翻訳，朗読），授業中の積極参加，リアクションペーパーの提出(100%) 

毎回の授業参加は原則，単位取得のための最低限の"Must"です。語学は毎日の努力が重要，十分な準備をして授業に参加す

ることが求められます。他方，試験はありません。 

 

テキスト（Textbooks） 

Peter F. Drucker <I>The Essential Drucker</I>（Collins Business 2005）は各自購入（must!!)。 

新聞，雑誌記事のコピーは適宜配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第一週目から授業を開始します。出席は必須です。 

授業で使用するコピーは当日配布します。辞書必携。 

毎週授業は，主に Peter Drucker の著作を翻訳，輪読して, 内容を考えます。それに加えて補足的に Economist, Harvard 

Business Review, WSJ, NY Times 等の新聞，雑誌の抜粋記事を読みます。適宜，その他の良い文章を配布します。授業は延長
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することが多く,  必須ではないですが, できれば６時限目も空けておけるようにしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX572 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済英語６ 

(English for Current Topics 6) 

担当者名 

（Instructor） 
阪本 真一(SAKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX572 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治経済，経営の知的枠組みを理解し，コンテンポラリーな話題について論理的に思考し, 英語で議論できる力を養う。 

ビジネスの常識を学ぶ。例えば，時間厳守，準備，積極的貢献， 熟考の上に自分の言葉で詳細なフィードバック。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界の一流人と四つに組んで仕事をするために重要なのは，ペラペラしゃべる事ではなく，まず知的な文章を正確に読み, 内容

を自分の頭で考える, 次に適切な大人の語彙を使って書ける, 最後に論理的に話せるという事です。 

そのために授業では, まず優れた英文を朗読し，翻訳します。その際，論理，文体，語彙，用法も含めてしっかり読み，多読しま

す。その後，シチュエーションや背景となる知的枠組みを理解するための問いに対し, 自分の頭で考えリアクションペーパーに書

く（日本語）事を要求します。 

巷で言われるような，楽をして学べる英語なんてものは存在しません。ドラッカーの文章には経営のみならず人生を生きる上での

知恵が沢山詰まっており, 学生の皆さんには挑戦しがい十分, かつ 今後の人生の糧になること間違いなしです。外国の知識人

たちと対等で相互に尊敬される人間関係を作れるような国際人を目指し一緒に努力しましょう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪読 

2. 輪読 

3. 輪読 

4. 輪読 

5. 輪読 

6. 輪読 

7. 輪読 

8. 輪読 

9. 輪読 

10. 輪読 

11. 輪読 

12. 輪読 

13. 輪読 

14. 輪読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業対象部分の読解，翻訳，朗読。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習（翻訳，朗読），授業中の積極参加，リアクションペーパーの提出(100%) 

毎回の授業参加は原則，単位取得のための最低限の"Must"です。語学は毎日の努力が重要，十分な準備をして授業に参加す

ることが求められます。他方，試験はありません。 

 

テキスト（Textbooks） 

Peter F. Drucker <I>The Essential Drucker</I>（Collins Business 2005）は各自購入（must!!)。 

新聞，雑誌記事のコピーは適宜配布。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第一週目から授業を開始します。出席は必須です。 

授業で使用するコピーは当日配布します。辞書必携。 

毎週授業は，主に Peter Drucker の著作を翻訳，輪読して, 内容を考えます。それに加えて補足的に Economist, Harvard 

Business Review, WSJ, NY Times 等の新聞，雑誌の抜粋記事を読みます。適宜，その他の良い文章を配布します。授業は延長
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することが多く， 必須ではないですが, できれば６時限目も空けておけるようにしてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX573 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済英語１ 

(English for Current Topics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX573 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界の様々な経済に関する英語文献を読解し、その上質疑・応答を行う。それを通じて自ら海外情報を収集・整理する能力を身

につけるとともに、日本、台湾、韓国、中国、東南アジアなどからなる東アジアの経済浮上とそれに伴う世界経済の変化に対する

理解度を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界経済に関する英語文献を輪読して各自プレゼンテーションを行い、それに基づいて討論を展開し、世界経済への理解度の向

上を図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

3. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

4. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

5. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

6. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

7. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

8. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

9. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

10. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

11. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

12. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

13. 世界経済に関連する文献の輪読および討論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指摘されたテキストを予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発言、報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. David Hundt. 2017. Varieties of Capitalism in Asia: Beyond the Developmental State. Palgrave Macmillan (ISBN:0230240313) 

2. Vera Zamagni. 2017. An Economic History of Europe Since 1700. Agenda Pub (ISBN:1911116398) 

3. Richard Stubbs. 2017. Rethinking Asia's Economic Miracle: The Political Economy of War, Prosperity and Crisis. Palgrave 

(ISBN:1137557257) 

4. Huang Xiaoming. 2004. The Rise and Fall of the East Asian Growth System, 1951-2000: Institutional Competitiveness and 

Rapid Economic Growth. Routledge (ISBN:0415352126) 

その他の英語経済文献 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX576 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済英語２ 

(English for Current Topics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2033 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX576 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本経済およびアジア経済に関する英語の文章を読解する。英語文献の読解を通じて経済学の基本的な用語や概念を理解す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本経済およびアジア経済に関する英語の文献を輪読する。経済学の基本的な用語や概念に関する説明も加えて、文献内容

の正確な理解に努める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

3. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

4. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

5. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

6. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

7. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

8. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

9. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

10. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

11. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

12. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

13. 日本経済およびアジア経済に関連する文献の輪読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定テキストの予習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発言、報告(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業の最初にお知らせします。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX577 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済英語７ 

(English for Current Topics 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会企業分析 1 -Analysis of Social Enterprises 1- 

担当者名 

（Instructor） 
宮越 浩子(MIYAKOSHI HIROKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX577 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会課題の解決を目的として収益事業に取り組む社会企業の事例を分析し、理解を深めることを目標とする。日本語、英語で情

報を集め、分析し、日本語、英語の両方でアウトプットができる力をつけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は主に英語で行う。英語力中級者対象。社会的課題に着目し、社会企業の事例収集、分析、分類などをグループワークで

行う。授業後半では学生ひとりひとりがビジネスアイデイアを考案し発表する。社会人になってから役立つスキルの習得を意識し

た授業。 

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず WiFi接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果

は成績には影響しない） 

秋学期の「経済英語８」では社会企業をビジネス面から分析し、更に学びを深めていくので、継続した受講が望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに −授業の進め方について− 英語力テスト 

2. 社会企業とは？ 

3. 社会的課題とその要因について考える 

4. 社会企業分析 ①  

5. 社会企業分析 ② 

6. 社会企業分析 ③ 

7. 事例のカテゴリー化 ① 

8. ゲストスピーカーによる授業 

9. 事例のカテゴリー化 ② 

10. 社会企業のアイディアを発想する 

11. プレゼンテーションの準備 

12. プレゼンテーション ① 

13. プレゼンテーション ② 

14. まとめ 英語力テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

主に授業内で行う事例分析、要約の完成、次の授業の準備。適宜授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な受講態度／グループワークへの貢献／プレゼンテーション(40%)/リフレクションペーパー(30%)/提出物(30%) 

７０％以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定の教科書はない。収集／分析した事例などが教材となる。必要に応じてプリントや PDFを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料配布、課題の提出、リアクションペーパーの記入／提出、授業についての告知／変更事項については Blackboard 上で告知

／実施するので、常にチェックすること。 

授業中に調べ学習やプレゼンテーションの準備を行うので、必ず毎回 WiFi に接続可能なパソコンを持参のこと。  

     

和英英和、英英辞書は毎回持参すること。PC やタブレットの辞書機能を使っても可。    
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グループワーク、プレゼンテーションを適宜行う。積極的な受講態度が期待される。    

   

この授業ではゲストスピーカーを予定しているが、先方の都合によって実施回が変更になる場合がある。  

     

授業の内容は進捗状況によって変更される場合がある。       

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず WiFi接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果

は成績には影響しない）       

 

注意事項（Notice） 
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■BX578 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／経済英語８ 

(English for Current Topics 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会企業分析 2 -Analysis of Social Enterprises 2- 

担当者名 

（Instructor） 
宮越 浩子(MIYAKOSHI HIROKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX3023 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX578 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会課題の解決を目的として収益事業に取り組む社会企業の主にビジネス面について理解することを目標とする。日本語、英語

で情報を集め、分析し、日本語、英語の両方でアウトプットができる力をつけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は主に英語で行う。英語力中級者対象。社会企業のビジネス面について理解するために、他の企業のビジネスモデルを収

集し、分析、分類などをグループワークで行う。授業後半ではビジネスアイデイアを考案し、グループとして発表する。社会人にな

ってから役立つスキルの習得を意識した授業。 

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず WiFi接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果

は成績には影響しない） 

「経済英語８」を履修するには、春学期に開講する「経済英語７」の受講を強く求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに −授業の進め方について− 英語力テスト 

2. 社会企業、社会的課題について 

3. 事例のカテゴリー化 ①、持続可能なビジネス的な視点について 

4. ビジネス事例分析 ① 

5. ビジネス事例分析 ② 

6. ビジネス事例分析 ③ 

7. 社会企業のビジネスモデル抽出 

8. ゲストスピーカーによる授業 

9. 事例のカテゴリー化 ② 

10. 社会企業のアイディアを発想する 

11. プレゼンテーション準備 

12. プレゼンテーション ① 

13. プレゼンテーション ② 

14. まとめ 英語力テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

主に授業内で行う事例分析、要約の完成、次の授業の準備。適宜授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な受講態度／グループワークへの貢献／プレゼンテーション(40%)/リフレクションペーパー(30%)/提出物(30%) 

７０％以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定の教科書はない。収集／分析した事例などが教材となる。必要に応じてプリントや PDFを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Oliver Gassmann, Karolin Frankenberger, Michaela Csik. 2015/1/9. The Business Model Navigator: 55 Models That Will 

Revolutionise Your Business. FT Press (ISBN:978-1292065816) 

2. オリヴァー・ガスマン、カロリン・フランケンバーガー、ミハエラ・チック、渡邊 哲（翻訳）、2016/10/4、『ビジネスモデル・ナビゲー

ター』、翔泳社 (ISBN:978-4798146881) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

資料配布、課題の提出、リアクションペーパーの記入／提出、授業についての告知／変更事項については Blackboard 上で告知

／実施するので、常にチェックすること。      

授業中に調べ学習やプレゼンテーションの準備を行うので、必ず毎回 WiFi に接続可能なパソコンを持参のこと。  
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和英英和、英英辞書は毎回持参すること。PC やタブレットの辞書機能を使っても可。    

   

グループワーク、プレゼンテーションを適宜行う。積極的な受講態度が期待される。    

   

この授業ではゲストスピーカーを予定しているが、先方の都合によって実施回が変更になる場合がある。  

     

授業の内容は進捗状況によって変更される場合がある。       

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行う。必ず WiFi接続が可能な PC とヘッドフォンを持参のこと。（このテストの結果

は成績には影響しない）       

 

注意事項（Notice） 
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■BX591 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Short-term Study Abroad Program in Economics (USA) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済学を英語で学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 光樹(FUKASAWA MITSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
８単位(8 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX9053 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX591 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学を生かした国際人材を育成するために、①経済学を英語で学ぶ。②短期プログラムでも十分な英語力を身に着けることが

できるようアクティブラーニングで学習姿勢を向上させる。③海外での異文化体験（例えば、インターンシップなど）を経験すること

で、国際的に通用する能力を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

短期海外プログラムを最大限に効果を発揮させるために反転授業を取り入れる。①アクティブラーニングを通して、経済学を英語

で習得する事前学習を行う。②授業では事前学習を前提に議論を通した経済学の知識を深める。③海外で異文化社会を経験す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション     

2. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

3. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

4. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

5. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

6. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

7. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

8. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論    

9. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論    

10. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論    

11. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論    

12. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論    

13. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論    

14. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論    

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

アクティブラーニングによる事前・事後学習  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前学習(40%)/海外研修(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示をする。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は他学部履修が可能である。他学部生でもマクロ経済学、ミクロ経済学は十分に役に立つ分野であり、初学者でもわか

るような授業を行う予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX592 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Short-term Study Abroad Program in Economics (UK) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済学を英語で学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 光樹(FUKASAWA MITSUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
８単位(8 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX9053 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX592 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学を生かした国際人材を育成するために、①経済学を英語で学ぶ。②短期プログラムでも十分な英語力を身に着けることが

できるようアクティブラーニングで学習姿勢を向上させる。③海外での異文化体験（例えば、インターンシップなど）を経験すること

で、国際的に通用する能力を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

短期海外プログラムを最大限に効果を発揮させるために反転授業を取り入れる。 

①アクティブラーニングを通して、経済学を英語で習得する事前学習を行う。②授業では事前学習を前提に議論を通した経済学

の知識を深める。③海外で異文化社会を経験する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

3. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

4. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

5. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

6. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

7. マクロ経済学の事前学習と授業での討論 

8. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論 

9. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論 

10. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論 

11. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論 

12. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論 

13. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論 

14. ミクロ経済学の事前学習と授業での討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

アクティブラーニングによる事前・事後学習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前学習(40%)/海外研修(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目は他学部履修が可能である。他学部生でもマクロ経済学、ミクロ経済学は十分に役に立つ分野であり、初学者でもわか

るような授業を行う予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■BX593 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Short-term Study Abroad Program in Economics (AUS) 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX9053 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX593 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 南半球の異文化の中で、語学研修、企業訪問、リサーチワーク、ホームステイ等を通じて、視野を広げるとともに、行動力を身

につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 秋学期の授業時間中は、映像資料を用いた反転授業や日本について英語で紹介する練習等を行い、シドニーでの研修の準備

を行う。また、リサーチ・プロジェクトの準備作業も進める。シドニーでの研修中は、午前中はシドニー大学においてレベル別の語

学研修を行い、午後はシドニー立教会の紹介等による企業訪問やインターンシップを実施する予定である。また、最終週にリサ

ーチ・プロジェクトのプレゼンテーションを行う。「英語を使える」ことを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション・自己紹介 

2. シドニーについて知る（１） 

3. 英語表現を考えるグループディスカッション（１） 

4. 自分について英語で語る 

5. 経済学を英語で学ぶ＜反転授業＞（１） 

6. シドニーについて知る（２） 

7. 英語表現を考えるグループディスカッション（２） 

8. 研修全般に関するガイダンス（１） 

9. 経済学を英語で学ぶ＜反転授業＞（２） 

10. オーストラリアについて知る 

11. 研修全般に関するガイダンス（２） 

12. 経済学を英語で学ぶ＜反転授業＞（３） 

13. リサーチ・プロジェクト準備学習 

14. 出発直前ガイダンス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 テキスト『日本入門』は日本語と英語で日本の文化と歴史を知る内容となっている。予習・復習すべき内容は、主に、このテキス

トと、講義中に紹介する映像資料（英語による経済学入門）であるが、講義中に適宜指示する。また、別途、基礎的な英語力を高

めるための補助教材（REO 等）についても利用を薦める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研修時のプレゼンテーション(30%)/事前講義への積極的参加と貢献(20%)/研修先での評価(30%)/インターンシップ・企業訪問

(20%) 

（本学及びシドニーにおける）全ての授業に出席することが前提である。４回以上の遅刻や欠席は D 評価となる可能性がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高橋瞳、2014、『日本入門』、小学館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX594 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 
その他／Short-term Study Abroad Program in Economics (PHL) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
真の国際人を育成 

担当者名 

（Instructor） 
平井 朗(HIRAI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX9053 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
BX594 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①学生が国際社会で活躍できるグローバル人材に育つきっかけを作る。②海外での異文化経験を積みたい学生が広くチャレン

ジできる場を作る。③学生がグローバル社会で必要となる「自ら考え、乗り切る力」を身につける。  

 

授業の内容（Course Contents） 

フィリピン共和国・ターラック市（現フィリピン大統領の出身地）において、英語研修（２週間）を踏まえて、残りの２週間はホームス

テイ、インターンシップを行い、さらに日本企業から与えられる課題について現地調査を踏まえ解決策を見出し、ボランティア活動

も行う。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. フィリピンに関する事前学習と渡航準備  

3. フィリピンに関する事前学習と渡航準備  

4. フィリピンに関する事前学習と渡航準備  

5. フィリピンに関する事前学習と渡航準備  

6. フィリピンに関する事前学習と渡航準備  

7. フィリピンに関する事前学習と渡航準備  

8. 日本企業からの課題ついての事前準備  

9. 日本企業からの課題ついての事前準備  

10. 日本企業からの課題ついての事前準備  

11. 日本企業からの課題ついての事前準備  

12. 日本企業からの課題ついての事前準備  

13. 日本企業からの課題ついての事前準備  

14. 日本企業からの課題ついての事前準備  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

帰国後は企業での報告会と学内報告会を行う。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前学習(40%)/海外研修(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加希望学生は、春学期中に開催する説明会並びに履修ガイダンスに参加すること。  

 

注意事項（Notice） 
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■BX601 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本経済に必要なデータを駆使して、多様な実証分析を行う。 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として経済統計を利用した分析手法を学び、優れた論文・レポート作成を行う 

 

授業の内容（Course Contents） 

体系的な経済統計の成り立ちと知識を身に付けて専門的な文書の作成を行う。授業は 5 つの機会(①実証分析を演習を通じて

学ぶ時間、②学外の論文大会への挑戦コンテスト、懸賞論文他)、③資料の作成とプレゼンの実践、④論文作成や分析を試行錯

誤する時間（論文・書評作成）、⑤資格の取得)を組み合わせる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要ガイダンス、輪読本の選定 

2. 専門書輪読①、実証分析演習① 

3. 専門書輪読②、実証分析演習② 

4. 専門書輪読③、書評の報告 

5. 専門書輪読④、実証分析演習③ 

6. 専門書輪読⑤、実証分析演習④ 

7. 優れた専門論文の作成法 

8. 論文テーマ報告、専門書輪読⑥ 

9. 専門書輪読⑦、実証分析演習⑤ 

10. 専門書輪読⑧、実証分析演習⑥ 

11. 専門書輪読⑨、実証分析演習⑦ 

12. 論文テーマ・概要報告、討論 

13. 専門書輪読⑩、実証分析演習⑧ 

14. 学外施設の見学① 

15. 専門書輪読⑪、実証分析演習⑨ 

16. 学外大会への方針と戦略の検討 

17. プレゼン・論文報告①、集中討論 

18. アンケート調査票の設計、分析法検討 

19. アンケート集計法 

20. プレゼン・論文報告②、実証分析演習⑩ 

21. 統計検定・統計調査士検定資格取得向け対策 

22. プレゼン・論文報告③、集中討論 

23. 経済波及効果分析演習 

24. 将来人口推計、GIS 

25. アンケート集計・作表① 

26. アンケート集計・作表② 

27. 卒業論文報告会 

28. 学外施設の見学② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読準備、書評(年 4 回)、プレゼン資料、レポート・論文の作成(学外大会向け及び 2 年生向け年 1 回）、キャリアセンターや社会

情報教育研究センターセミナー・ガイダンスへの参加、学外施設の見学、ゼミ旅行等がある。統計検定２級の資格実績がない場

合、統計検定への受験を求める。英語で授業を実施することがあるので、英会話は準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/報告とレジュメ(20%)/学外大会・セミナーへの参加・ゼミへの貢献、その他(30%)/統計検定の受

験(10%)/書評(10%) 

原則として欠席 6 回以上は単位修得できない。出席した上で課題への積極性を求める。 
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テキスト（Textbooks） 

目的に応じてテキストや文献を使い分けるので、ゼミ時間に相談して決める。  

 

参考文献（Readings） 

社会情報教育研究センターコンテンツ、統計検定各種テキスト、経済統計・計量経済学各種テキスト 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

統計関連科目、情報処理科目はできるだけ履修すること。この授業は社会調査士資格 G 科目認定講座で、統計検定 2 級、3

級、統計調査士の関連科目である。資格取得を推奨する。この授業のほかいくつかの科目の単位を修得後申請すると、社会調

査士資格が得られる。その他、授業統計検定と統計調査士に受かるよう対策を案内する。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX602 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本経済に必要なデータを駆使して、多様な実証分析を行う。 

担当者名 

（Instructor） 
櫻本 健(SAKURAMOTO TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として経済統計を利用した分析手法を学び、優れた論文・レポート作成を行う 

 

授業の内容（Course Contents） 

体系的な経済統計の成り立ちと知識を身に付けて専門的な文書の作成を行う。授業は 5 つの機会(①実証分析を演習を通じて

学ぶ時間、②学外の論文大会への挑戦コンテスト、懸賞論文他)、③資料の作成とプレゼンの実践、④論文作成や分析を試行錯

誤する時間（論文・書評作成）、⑤資格の取得)を組み合わせる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要ガイダンス、輪読本の選定 

2. 専門書輪読①、実証分析演習① 

3. 専門書輪読②、実証分析演習② 

4. 専門書輪読③、書評の報告 

5. 専門書輪読④、実証分析演習③ 

6. 専門書輪読⑤、実証分析演習④ 

7. 優れた専門論文の作成法 

8. 論文テーマ報告、専門書輪読⑥ 

9. 専門書輪読⑦、実証分析演習⑤ 

10. 専門書輪読⑧、実証分析演習⑥ 

11. 専門書輪読⑨、実証分析演習⑦ 

12. 論文テーマ・概要報告、討論 

13. 専門書輪読⑩、実証分析演習⑧ 

14. 学外施設の見学① 

15. 専門書輪読⑪、実証分析演習⑨ 

16. 学外大会への方針と戦略の検討 

17. プレゼン・論文報告①、集中討論 

18. アンケート調査票の設計、分析法検討 

19. アンケート集計法 

20. プレゼン・論文報告②、実証分析演習⑩ 

21. 統計検定・統計調査士検定資格取得向け対策 

22. プレゼン・論文報告③、集中討論 

23. 経済波及効果分析演習 

24. 将来人口推計、GIS 

25. アンケート集計・作表① 

26. アンケート集計・作表② 

27. 卒業論文報告会 

28. 学外施設の見学② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読準備、書評(年 4 回)、プレゼン資料、レポート・論文の作成(学外大会向け及び 2 年生向け年 1 回）、キャリアセンターや社会

情報教育研究センターセミナー・ガイダンスへの参加、学外施設の見学、ゼミ旅行等がある。統計検定２級の資格実績がない場

合、統計検定への受験を求める。英語で授業を実施することがあるので、英会話は準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/報告とレジュメ(20%)/学外大会・セミナーへの参加・ゼミへの貢献、その他(30%)/統計検定の受

験(10%)/書評(10%) 

原則として欠席 6 回以上は単位修得できない。出席した上で課題への積極性を求める。 

 



 - 353 - 

テキスト（Textbooks） 

目的に応じてテキストや文献を使い分けるので、ゼミ時間に相談して決める。  

 

参考文献（Readings） 

社会情報教育研究センターコンテンツ、統計検定各種テキスト、経済統計・計量経済学各種テキスト 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

統計関連科目、情報処理科目はできるだけ履修すること。この授業は社会調査士資格 G 科目認定講座で、統計検定 2 級、3

級、統計調査士の関連科目である。資格取得を推奨する。この授業のほかいくつかの科目の単位を修得後申請すると、社会調

査士資格が得られる。その他、授業統計検定と統計調査士に受かるよう対策を案内する。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX604 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
農と食をめぐる社会経済研究 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農と食をめぐる社会経済事象について，自ら問題意識をもって研究し，発表，議論できる能力を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

農業は，他産業にくらべて経済全体（GDP 等）にしめる比重が著しく縮小しています。しかし，人びとの生命維持に不可欠な食料

供給産業として重要であり，また地域社会においては経済的，社会的，文化的，環境的な観点からその果たす多様な役割の重

要性が認識されるようになっています。本ゼミナールでは，そのような農業の果たす役割とその価値について考えます。 

 春学期は，当該年の共通テーマにそって基本的文献の輪読と議論を重ねます。またグループ研究の準備として文献サーベイを

すすめます。秋学期は，現地調査をふまえた研究報告，論文作成に向けた最終報告をします。またディベートによって，農業・食

料問題に関する理解を深め，発表態度，論理展開，機敏な対応力など高いレベルの能力を養います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 輪読 

3. 輪読 

4. 輪読 

5. ディベート 

6. ディベート 

7. ディベート 

8. 輪読 

9. 輪読 

10. 輪読 

11. ゲスト講演 

12. グループ研究（事前・予備報告） 

13. グループ研究（事前・予備報告） 

14. グループ研究（事前・予備報告） 

15. グループ研究（調査報告） 

16. グループ研究（調査報告） 

17. グループ研究（調査報告） 

18. ディベート 

19. ディベート 

20. ディベート 

21. ディベート 

22. ゲスト講演 

23. 個人研究（中間報告） 

24. 個人研究（中間報告） 

25. 個人研究（中間報告） 

26. 個人研究（最終報告） 

27. 個人研究（最終報告） 

28. 個人研究（最終報告） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミでの学習効果を高めるため，事前学習や準備内容について随時指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業期間内のレポート(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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未定 

 

参考文献（Readings） 

未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

農林水産省『食料・農業・農村白書』  

（http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html） 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 

 

  



 - 356 - 

■BX605 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
農と食をめぐる社会経済研究 

担当者名 

（Instructor） 
大山 利男(OYAMA TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農と食をめぐる社会経済事象について，自ら問題意識をもって研究し，発表，議論できる能力を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

農業は，他産業にくらべて経済全体（GDP 等）にしめる比重が著しく縮小しています。しかし，人びとの生命維持に不可欠な食料

供給産業として重要であり，また地域社会においては経済的，社会的，文化的，環境的な観点からその果たす多様な役割の重

要性が認識されるようになっています。本ゼミナールでは，そのような農業の果たす役割とその価値について考えます。 

 春学期は，当該年の共通テーマにそって基本的文献の輪読と議論を重ねます。またグループ研究の準備として文献サーベイを

すすめます。秋学期は，現地調査をふまえた研究報告，論文作成に向けた最終報告をします。またディベートによって，農業・食

料問題に関する理解を深め，発表態度，論理展開，機敏な対応力など高いレベルの能力を養います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 輪読 

3. 輪読 

4. 輪読 

5. ディベート 

6. ディベート 

7. ディベート 

8. 輪読 

9. 輪読 

10. 輪読 

11. ゲスト講演 

12. グループ研究（事前・予備報告） 

13. グループ研究（事前・予備報告） 

14. グループ研究（事前・予備報告） 

15. グループ研究（調査報告） 

16. グループ研究（調査報告） 

17. グループ研究（調査報告） 

18. ディベート 

19. ディベート 

20. ディベート 

21. ディベート 

22. ゲスト講演 

23. 個人研究（中間報告） 

24. 個人研究（中間報告） 

25. 個人研究（中間報告） 

26. 個人研究（最終報告） 

27. 個人研究（最終報告） 

28. 個人研究（最終報告） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミでの学習効果を高めるため，事前学習や準備内容について随時指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業期間内のレポート(30%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 357 - 

未定 

 

参考文献（Readings） 

未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

農林水産省『食料・農業・農村白書』  

（http://www.maff.go.jp/j/wpaper/index.html） 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX611 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

中国の産業発展と企業経営 

（Industrial Development and Corporate Management in China ） 

担当者名 

（Instructor） 
厳 成男(YAN CHENGNAN) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国経済の成長と発展を支える産業と企業のダイナミズムを理解し、その実態を把握する。中国現地企業の訪問調査を自ら企

画・実施することを通じて、企業が新卒者に求める即戦力（思考力、企画力、推進力、コミュニケーション力など）を養うことを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミでは、中国経済のミクロ的な側面、とりわけ産業と企業の発展を理論的、実証的に把握するため、文献資料の学習と企

業調査の実践を組み合わせる。具体的に、第一段階では、中国の産業発展と企業成長について分析した文献（テキスト）を精読

することを通じて、基本的な知識を習得する。第二段階では、中国現地での企業訪問調査に関する企画（テーマと内容の設定、

産業と企業の選定、グループ分け等）を立て、夏休み期間中に実施する。第三段階では、中国現地での企業訪問調査の成果を

まとめた報告書を作成し、プレゼンテーションを行う（グループ別の共同作業）。第四段階では、現地企業の訪問調査と報告書の

作成過程で明らかになった学習・研究課題を念頭に、中国の産業発展と企業経営に関連する学術研究成果を精読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献輪読① 

3. 文献輪読② 

4. 文献輪読③ 

5. 文献輪読④ 

6. 文献輪読⑤ 

7. 文献輪読⑥ 

8. 文献輪読⑦ 

9. 文献輪読⑧ 

10. 中国現地企業調査の課題（産業、テーマ）の選定① 

11. 中国現地企業調査の課題（産業、テーマ）の選定② 

12. 中国現地での企業調査計画の作成① 

13. 中国現地での企業調査計画の作成② 

14. 中国現地での企業訪問・調査スケジュールの最終確定（春学期の最終回） 

15. 企業訪問・調査①（夏休み期間中に実施） 

16. 企業訪問・調査②（夏休み期間中に実施） 

17. 企業訪問・調査③（夏休み期間中に実施） 

18. 中国現地での企業調査報告の準備（プレゼンテーション資料の作成）① 

19. 中国現地での企業調査報告の準備（プレゼンテーション資料の作成）② 

20. 中国現地での企業調査報告の準備（プレゼンテーション資料の作成）③ 

21. 報告書の発表（プレゼンテーション） 

22. 報告書の発表（プレゼンテーション） 

23. 報告書の発表（プレゼンテーション） 

24. 中国現地での企業調査、報告の総括 

25. 文献輪読① 

26. 文献輪読② 

27. 文献輪読③ 

28. 総括（秋学期最終回） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日本経済新聞における本授業のテーマに関連する記事を日常的にチェックすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ発表/プレゼンテーション(70%)/全体議論への参加度合(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 渡邊真理子、2013、『中国の産業はどのように発展してきたか』、勁草書房 

2. 丸川和雄、2013、『チャイニーズ・ドリーム：大衆資本主義が世界を変える』、ちくま新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 厳成男、2011、『中国の経済発展と制度変化』、京都大学学術出版会 

2. 加藤弘之・梶谷懐、2016、『二重の罠を超えて進む中国型資本主義』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休み期間中に、中国に赴き、現地企業の訪問調査を行う。期間は約 1 週間、費用は 10 万円程度を予定している。現地企業調

査には、原則すべてのゼミ生の参加を求める。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 

 

  



 - 360 - 

■BX612 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

中国の産業発展と企業経営 

（Industrial Development and Corporate Management in China ） 

担当者名 

（Instructor） 
厳 成男(YAN CHENGNAN) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国経済の成長と発展を支える産業と企業のダイナミズムを理解し、その実態を把握する。中国現地企業の訪問調査を自ら企

画・実施することを通じて、企業が新卒者に求める即戦力（思考力、企画力、推進力、コミュニケーション力など）を養うことを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミでは、中国経済のミクロ的な側面、とりわけ産業と企業の発展を理論的、実証的に把握するため、文献資料の学習と企

業調査の実践を組み合わせる。具体的に、第一段階では、中国の産業発展と企業成長について分析した文献（テキスト）を精読

することを通じて、基本的な知識を習得する。第二段階では、中国現地での企業訪問調査に関する企画（テーマと内容の設定、

産業と企業の選定、グループ分け等）を立て、夏休み期間中に実施する。第三段階では、中国現地での企業訪問調査の成果を

まとめた報告書を作成し、プレゼンテーションを行う（グループ別の共同作業）。第四段階では、現地企業の訪問調査と報告書の

作成過程で明らかになった学習・研究課題を念頭に、中国の産業発展と企業経営に関連する学術研究成果を精読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献輪読① 

3. 文献輪読② 

4. 文献輪読③ 

5. 文献輪読④ 

6. 文献輪読⑤ 

7. 文献輪読⑥ 

8. 文献輪読⑦ 

9. 文献輪読⑧ 

10. 中国現地企業調査の課題（産業、テーマ）の選定① 

11. 中国現地企業調査の課題（産業、テーマ）の選定② 

12. 中国現地での企業調査計画の作成① 

13. 中国現地での企業調査計画の作成② 

14. 中国現地での企業訪問・調査スケジュールの最終確定（春学期の最終回） 

15. 企業訪問・調査①（夏休み期間中に実施） 

16. 企業訪問・調査②（夏休み期間中に実施） 

17. 企業訪問・調査③（夏休み期間中に実施） 

18. 中国現地での企業調査報告の準備（プレゼンテーション資料の作成）① 

19. 中国現地での企業調査報告の準備（プレゼンテーション資料の作成）② 

20. 中国現地での企業調査報告の準備（プレゼンテーション資料の作成）③ 

21. 報告書の発表（プレゼンテーション） 

22. 報告書の発表（プレゼンテーション） 

23. 報告書の発表（プレゼンテーション） 

24. 中国現地での企業調査、報告の総括 

25. 文献輪読① 

26. 文献輪読② 

27. 文献輪読③ 

28. 総括（秋学期最終回） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日本経済新聞における本授業のテーマに関連する記事を日常的にチェックすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ発表/プレゼンテーション(70%)/全体議論への参加度合(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 渡邊真理子、2013、『中国の産業はどのように発展してきたか』、勁草書房 

2. 丸川和雄、2013、『チャイニーズ・ドリーム：大衆資本主義が世界を変える』、ちくま新書 

 

参考文献（Readings） 

1. 厳成男、2011、『中国の経済発展と制度変化』、京都大学学術出版会 

2. 加藤弘之・梶谷懐、2016、『二重の罠を超えて進む中国型資本主義』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休み期間中に、中国に赴き、現地企業の訪問調査を行う。期間は約 1 週間、費用は 10 万円程度を予定している。現地企業調

査には、原則すべてのゼミ生の参加を求める。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 

 

  



 - 362 - 

■BX614 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本の労働問題 

担当者名 

（Instructor） 
首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本の雇用状況を実証的，構造的に把握し，労働を手掛かりにして現代社会の変容を考察します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代日本の社会変動を理解するうえで，労働問題は避けて通ることのできない重要なテーマです。たとえば少子化は，男女労

働者の仕事と生活の両立こそが解決のカギだと言われます。格差や貧困の拡大は，非正規労働者の増加や賃金制度の変化が

影響を及ぼしています。このゼミでは，広く労働にかかわる問題を取り上げ，議論し，労働を手掛かりに，現代社会の変容を考察

していきます。 

 ゼミでは，関連する文献を輪読し，討議することに加え，ディベートも頻繁におこないます。それらにより，知識の獲得だけでな

く，論理的な思考力，分析能力や伝達能力を鍛えていきます。また人間の営みである「労働」を知るためには，本を読むだけでな

く，現場を歩き，当事者や関係者の話を聞くことも大切です。そのため，ゲストスピーカーの招聘や実態調査も実施します。 

 さらに年２回（春・秋学期），他大学との合同ゼミに参加し，研究発表をおこないます。研究発表では， 学年を超えたグループを

作り，グループごとに実態調査や統計分析などをおこないます。最後にはゼミ全体で一本の論文を作り上げていきます。 

 このゼミでは，こうした活動すべてをゼミ生主体で進めています。研究テーマの設定，企業への調査依頼と企業訪問，ゲストス

ピーカーの選定などは，学生自らが担います。ゼミの仲間と協力し合い，苦労を重ねながらも，共同で何かを作り上げていくこと

は，大きな達成感と自信につながるはずです。意欲的な学生の参加を期待しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書報告＆討論 

3. 輪読書報告＆討論 

4. ディベート 

5. 輪読書報告＆討論 

6. 輪読書報告＆討論 

7. ディベート 

8. 輪読書報告＆討論 

9. グループ研究の調査分析 

10. グループ研究の調査分析 

11. グループ研究の中間報告＆討論 

12. グループ研究の調査分析 

13. グループ研究の最終報告＆討論 

14. 春学期総括 

15. 秋学期イントロダクション 

16. 輪読書報告＆討論 

17. 輪読書報告＆討論 

18. ゲストスピーカーによる講演＆討論 

19. 輪読書報告＆討論 

20. ディベート 

21. ディベート 

22. グループ研究の調査分析 

23. グループ研究の調査分析 

24. ゲストスピーカーによる講演＆討論 

25. グループ研究の調査分析 

26. グループ研究の最終報告＆討論 

27. 卒業論文発表会 

28. 卒業論文発表会＆年度総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業のなかで，適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/討論(30%)/グループ研究およびグループ論文への主体的参加(4 年生は卒業論文)(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

未定。授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

課題に応じ，適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX615 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本の労働問題 

担当者名 

（Instructor） 
首藤 若菜(SHUTO WAKANA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本の雇用状況を実証的，構造的に把握し，労働を手掛かりにして現代社会の変容を考察します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代日本の社会変動を理解するうえで，労働問題は避けて通ることのできない重要なテーマです。たとえば少子化は，男女労

働者の仕事と生活の両立こそが解決のカギだと言われます。格差や貧困の拡大は，非正規労働者の増加や賃金制度の変化が

影響を及ぼしています。このゼミでは，広く労働にかかわる問題を取り上げ，議論し，労働を手掛かりに，現代社会の変容を考察

していきます。 

 ゼミでは，関連する文献を輪読し，討議することに加え，ディベートも頻繁におこないます。それらにより，知識の獲得だけでな

く，論理的な思考力，分析能力や伝達能力を鍛えていきます。また人間の営みである「労働」を知るためには，本を読むだけでな

く，現場を歩き，当事者や関係者の話を聞くことも大切です。そのため，ゲストスピーカーの招聘や実態調査も実施します。 

 さらに年２回（春・秋学期），他大学との合同ゼミに参加し，研究発表をおこないます。研究発表では， 学年を超えたグループを

作り，グループごとに実態調査や統計分析などをおこないます。最後にはゼミ全体で一本の論文を作り上げていきます。 

 このゼミでは，こうした活動すべてをゼミ生主体で進めています。研究テーマの設定，企業への調査依頼と企業訪問，ゲストス

ピーカーの選定などは，学生自らが担います。ゼミの仲間と協力し合い，苦労を重ねながらも，共同で何かを作り上げていくこと

は，大きな達成感と自信につながるはずです。意欲的な学生の参加を期待しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書報告＆討論 

3. 輪読書報告＆討論 

4. ディベート 

5. 輪読書報告＆討論 

6. 輪読書報告＆討論 

7. ディベート 

8. 輪読書報告＆討論 

9. グループ研究の調査分析 

10. グループ研究の調査分析 

11. グループ研究の中間報告＆討論 

12. グループ研究の調査分析 

13. グループ研究の最終報告＆討論 

14. 春学期総括 

15. 秋学期イントロダクション 

16. 輪読書報告＆討論 

17. 輪読書報告＆討論 

18. ゲストスピーカーによる講演＆討論 

19. 輪読書報告＆討論 

20. ディベート 

21. ディベート 

22. グループ研究の調査分析 

23. グループ研究の調査分析 

24. ゲストスピーカーによる講演＆討論 

25. グループ研究の調査分析 

26. グループ研究の最終報告＆討論 

27. 卒業論文発表会 

28. 卒業論文発表会＆年度総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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授業のなかで，適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/討論(30%)/グループ研究およびグループ論文への主体的参加(4 年生は卒業論文)(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

未定。授業時に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

課題に応じ，適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX621 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代企業のイノベーション研究 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本ゼミナールの目標は，経済学および経営学の企業理論をベースに，現実の企業課題について分析を行い，学生一人ひとりが

その解決策について独自の見解を持つこと，である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

なぜ，企業は最適な技術変化から最大利潤を実現し得ないのか。経済学的には，それは内部組織の非効率性に目を向けること

であり，経営学的には，それは戦略や組織構造の有効性に目を向けることでもある。ゼミナールの議論では，こうした二つの視点

を常に意識することで，現代企業が直面する多様な課題解決に向けた，客観的な分析視角の醸成を目指している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書，2 年報告＆討論 1，3 年報告＆討論 1 

3. 輪読書，2 年報告＆討論 2，3 年報告＆討論 2 

4. 輪読書，2 年報告＆討論 3，3 年報告＆討論 3 

5. 輪読書，2 年報告＆討論 4，3 年報告＆討論 4 

6. 輪読書，2 年報告＆討論 5，3 年報告＆討論 5 

7. 輪読書，2 年報告＆討論 6，3 年報告＆討論 6 

8. 輪読書，2 年報告＆討論 7，3 年報告＆討論 7 

9. 輪読書，2 年報告＆討論 8，3 年報告＆討論 8 

10. 輪読書，2 年報告＆討論 9，3 年報告＆討論 9 

11. 輪読書，2 年報告＆討論 10，3年報告＆討論 10 

12. 輪読書，2 年報告＆討論 11，3年報告＆討論 11 

13. 輪読書，2 年報告＆討論 12，3年報告＆討論 12 

14. 卒業論文，4 年中間報告＆討論 

15. 秋学期イントロダクション 

16. 輪読書，2 年報告＆討論 1，3 年報告＆討論 1 

17. 輪読書，2 年報告＆討論 2，3 年報告＆討論 2 

18. 輪読書，2 年報告＆討論 3，3 年報告＆討論 3 

19. 輪読書，2 年報告＆討論 4，3 年報告＆討論 4 

20. 輪読書，2 年報告＆討論 5，3 年報告＆討論 5 

21. 輪読書，2 年報告＆討論 6，3 年報告＆討論 6 

22. 輪読書，2 年報告＆討論 7，3 年報告＆討論 7 

23. 輪読書，2 年報告＆討論 8，3 年報告＆討論 8 

24. 輪読書，2 年報告＆討論 9，3 年報告＆討論 9 

25. 輪読書，2 年報告＆討論 10，3年報告＆討論 10 

26. 輪読書，2 年報告＆討論 11，3年報告＆討論 11 

27. 輪読書，2 年報告＆討論 12，3年報告＆討論 12 

28. 卒業論文，4 年最終報告＆討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/報告と議論(50%) 

課外活動の内訳は，2 年生：学外プレゼン大会，学内討論会，3 年生：海外研修(要相談)，学外討論会，4 年生： 卒業論文，全学

年：夏合宿，春合宿，工場見学，等である。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 伊藤秀史、2012 年、『ひたすら読むエコノミクス』、有斐閣 (ISBN:ISBN9784641163973) 

2. 元橋一之、2014 年、『日はまた高く―産業競争力の再生』、日本経済新聞出版社 (ISBN:ISBN9784532355906) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.facebook.com/zemi.seki 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX622 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代企業のイノベーション研究 

担当者名 

（Instructor） 
関 智一(SEKI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本ゼミナールの目標は，経済学および経営学の企業理論をベースに，現実の企業課題について分析を行い，学生一人ひとりが

その解決策について独自の見解を持つこと，である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

なぜ，企業は最適な技術変化から最大利潤を実現し得ないのか。経済学的には，それは内部組織の非効率性に目を向けること

であり，経営学的には，それは戦略や組織構造の有効性に目を向けることでもある。ゼミナールの議論では，こうした二つの視点

を常に意識することで，現代企業が直面する多様な課題解決に向けた，客観的な分析視角の醸成を目指している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書，2 年報告＆討論 1，3 年報告＆討論 1 

3. 輪読書，2 年報告＆討論 2，3 年報告＆討論 2 

4. 輪読書，2 年報告＆討論 3，3 年報告＆討論 3 

5. 輪読書，2 年報告＆討論 4，3 年報告＆討論 4 

6. 輪読書，2 年報告＆討論 5，3 年報告＆討論 5 

7. 輪読書，2 年報告＆討論 6，3 年報告＆討論 6 

8. 輪読書，2 年報告＆討論 7，3 年報告＆討論 7 

9. 輪読書，2 年報告＆討論 8，3 年報告＆討論 8 

10. 輪読書，2 年報告＆討論 9，3 年報告＆討論 9 

11. 輪読書，2 年報告＆討論 10，3年報告＆討論 10 

12. 輪読書，2 年報告＆討論 11，3年報告＆討論 11 

13. 輪読書，2 年報告＆討論 12，3年報告＆討論 12 

14. 卒業論文，4 年中間報告＆討論 

15. 秋学期イントロダクション 

16. 輪読書，2 年報告＆討論 1，3 年報告＆討論 1 

17. 輪読書，2 年報告＆討論 2，3 年報告＆討論 2 

18. 輪読書，2 年報告＆討論 3，3 年報告＆討論 3 

19. 輪読書，2 年報告＆討論 4，3 年報告＆討論 4 

20. 輪読書，2 年報告＆討論 5，3 年報告＆討論 5 

21. 輪読書，2 年報告＆討論 6，3 年報告＆討論 6 

22. 輪読書，2 年報告＆討論 7，3 年報告＆討論 7 

23. 輪読書，2 年報告＆討論 8，3 年報告＆討論 8 

24. 輪読書，2 年報告＆討論 9，3 年報告＆討論 9 

25. 輪読書，2 年報告＆討論 10，3年報告＆討論 10 

26. 輪読書，2 年報告＆討論 11，3年報告＆討論 11 

27. 輪読書，2 年報告＆討論 12，3年報告＆討論 12 

28. 卒業論文，4 年最終報告＆討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/報告と議論(50%) 

課外活動の内訳は，2 年生：学外プレゼン大会，学内討論会，3 年生：海外研修(要相談)，学外討論会，4 年生： 卒業論文，全学

年：夏合宿，春合宿，工場見学，等である。 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 伊藤秀史、2012 年、『ひたすら読むエコノミクス』、有斐閣 (ISBN:ISBN9784641163973) 

2. 元橋一之、2014 年、『日はまた高く―産業競争力の再生』、日本経済新聞出版社 (ISBN:ISBN9784532355906) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.facebook.com/zemi.seki 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 

 

  



 - 370 - 

■BX624 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会問題と社会保障の統計・計量分析 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 「社会問題」や「社会保障」について、経済学的・社会科学的な観点から問いを立て、考察できる力を身に着ける。 

(2)  (1)で考察したことを、公開されている各種の統計を用いて分析・検証できる力を身に着ける。 

(3)  (1)や(2)で考察・分析した事柄を、説得的なレポート・論文としてまとめる力やわかりやすくプレゼンする力を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学をはじめとする社会科学の基本は、新しい知識を蓄えることではなく、人・社会・経済を観察・考察する「方法」を学ぶことで

す。従って、まずは輪読を通じて、経済学や他の社会科学の「方法」を用いて人や社会や経済を観察・考察するとはどういうことか

を学びます。具体的に、何を題材として社会科学の方法を学ぶのかは、ゼミ生と相談して決定しますが、原則として社会問題や社

会保障を題材とします。2017 年度は、「子どもの貧困」を題材として学習を進めています。 

 

その上で、人や社会や経済を「観察・考察する方法」だけでなく、「統計データを用いて分析する方法」についても学びます。具体

的には、統計学・計量経済学関連の学部授業を別途履修することを前提に、エクセルソフトと R という計量分析ソフトを用いたデ

ータ整理および統計・計量分析を行えるように演習を行います。 

 

レポート執筆については、（１）社会問題や社会保障について経済学的・社会科学的な問いや仮説を組み立てて、（２）その問い・

仮説について公開されている統計データを用いて分析・検証し、（３）問い・仮説・分析結果を説得的なレポート・論文としてまと

め、わかりやすくプレゼンする力を養うことに重点を置きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪読と計量分析演習  

2. 輪読と計量分析演習  

3. 輪読と計量分析演習  

4. 輪読と計量分析演習  

5. 輪読と計量分析演習  

6. 輪読と計量分析演習  

7. 輪読と計量分析演習  

8. 輪読と計量分析演習  

9. 輪読と計量分析演習  

10. レポートの「型」と「作法」について 

11. 輪読と計量分析演習  

12. 輪読と計量分析演習  

13. 輪読と計量分析演習  

14. レポートのアイデアについての議論  

15. 輪読と計量分析演習  

16. 輪読と計量分析演習  

17. 輪読と計量分析演習  

18. 輪読と計量分析演習  

19. 輪読と計量分析演習  

20. 輪読と計量分析演習  

21. レポート中間報告 

22. 輪読と計量分析演習  

23. 輪読と計量分析演習  

24. 輪読と計量分析演習  

25. 輪読と計量分析演習  

26. レポート報告と議論  

27. レポート報告と議論  

28. レポート報告と議論  
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

○輪読対象となる本や論文や資料をきちんと読み、日々考察することが必要です。 

○輪読においては予習と報告/発言準備、計量分析演習においては復習が必要となります。 

○プレゼン資料やレポート資料の作成準備時間が必要となります。 

○当初においては統計検定 3級程度（高校卒業レベル）の数学・確率の知識を前提としますが、このレベルに不安のある人につ

いては、別途独習も必要となります。 

○学部レベルの情報処理・統計学・計量経済学の講義を履修済み，あるいは同時に履修することがゼミ参加の前提となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ参加(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内田義彦、1985、『社会認識の歩み』、岩波書店 

2. 星野匡郎, 田中久稔、2016、『R による実証分析 ―回帰分析から因果分析へ―』、オーム社 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿部彩、2008、『子どもの貧困 日本の不公平を考える』、岩波書店 

2. 阿部彩、2014、『子どもの貧困 II 解決策を考える』、岩波書店 

3. 中室牧子、 津川友介、2017、『「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法』、ダイヤモンド社 

4. 伊藤 公一朗、2017、『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』、光文社 

上述した本は、あくまで 2017 年度の参考文献です。ゼミ生の関心に合わせて、輪読文献については、基本的には、現代日本の

社会問題や社会保障（貧困、格差、マイノリティ差別、ジェンダー、教育、少子高齢化、医療、障害、労働問題など）についての文

献から一部を抜粋したものや、関連する映像教材を用います。統計・計量分析については、ウェブ上の教材・資料なども活用しま

す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員ホームページ https://sites.google.com/site/michihito7ando/  

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX625 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会問題と社会保障の統計・計量分析 

担当者名 

（Instructor） 
安藤 道人(ANDO MICHIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 「社会問題」や「社会保障」について、経済学的・社会科学的な観点から問いを立て、考察できる力を身に着ける。 

(2)  (1)で考察したことを、公開されている各種の統計を用いて分析・検証できる力を身に着ける。 

(3)  (1)や(2)で考察・分析した事柄を、説得的なレポート・論文としてまとめる力やわかりやすくプレゼンする力を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学をはじめとする社会科学の基本は、新しい知識を蓄えることではなく、人・社会・経済を観察・考察する「方法」を学ぶことで

す。従って、まずは輪読を通じて、経済学や他の社会科学の「方法」を用いて人や社会や経済を観察・考察するとはどういうことか

を学びます。具体的に、何を題材として社会科学の方法を学ぶのかは、ゼミ生と相談して決定しますが、原則として社会問題や社

会保障を題材とします。2017 年度は、「子どもの貧困」を題材として学習を進めています。 

 

その上で、人や社会や経済を「観察・考察する方法」だけでなく、「統計データを用いて分析する方法」についても学びます。具体

的には、統計学・計量経済学関連の学部授業を別途履修することを前提に、エクセルソフトと R という計量分析ソフトを用いたデ

ータ整理および統計・計量分析を行えるように演習を行います。 

 

レポート執筆については、（１）社会問題や社会保障について経済学的・社会科学的な問いや仮説を組み立てて、（２）その問い・

仮説について公開されている統計データを用いて分析・検証し、（３）問い・仮説・分析結果を説得的なレポート・論文としてまと

め、わかりやすくプレゼンする力を養うことに重点を置きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 輪読と計量分析演習  

2. 輪読と計量分析演習  

3. 輪読と計量分析演習  

4. 輪読と計量分析演習  

5. 輪読と計量分析演習  

6. 輪読と計量分析演習  

7. 輪読と計量分析演習  

8. 輪読と計量分析演習  

9. 輪読と計量分析演習  

10. レポートの「型」と「作法」について 

11. 輪読と計量分析演習  

12. 輪読と計量分析演習  

13. 輪読と計量分析演習  

14. レポートのアイデアについての議論  

15. 輪読と計量分析演習  

16. 輪読と計量分析演習  

17. 輪読と計量分析演習  

18. 輪読と計量分析演習  

19. 輪読と計量分析演習  

20. 輪読と計量分析演習  

21. レポート中間報告 

22. 輪読と計量分析演習  

23. 輪読と計量分析演習  

24. 輪読と計量分析演習  

25. 輪読と計量分析演習  

26. レポート報告と議論  

27. レポート報告と議論  

28. レポート報告と議論  
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

○輪読対象となる本や論文や資料をきちんと読み、日々考察することが必要です。 

○輪読においては予習と報告/発言準備、計量分析演習においては復習が必要となります。 

○プレゼン資料やレポート資料の作成準備時間が必要となります。 

○当初においては統計検定 3級程度（高校卒業レベル）の数学・確率の知識を前提としますが、このレベルに不安のある人につ

いては、別途独習も必要となります。 

○学部レベルの情報処理・統計学・計量経済学の講義を履修済み，あるいは同時に履修することがゼミ参加の前提となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ参加(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内田義彦、1985、『社会認識の歩み』、岩波書店 

2. 星野匡郎, 田中久稔、2016、『R による実証分析 ―回帰分析から因果分析へ―』、オーム社 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿部彩、2008、『子どもの貧困 日本の不公平を考える』、岩波書店 

2. 阿部彩、2014、『子どもの貧困 II 解決策を考える』、岩波書店 

3. 中室牧子、 津川友介、2017、『「原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法』、ダイヤモンド社 

4. 伊藤 公一朗、2017、『データ分析の力 因果関係に迫る思考法』、光文社 

上述した本は、あくまで 2017 年度の参考文献です。ゼミ生の関心に合わせて、輪読文献については、基本的には、現代日本の

社会問題や社会保障（貧困、格差、マイノリティ差別、ジェンダー、教育、少子高齢化、医療、障害、労働問題など）についての文

献から一部を抜粋したものや、関連する映像教材を用います。統計・計量分析については、ウェブ上の教材・資料なども活用しま

す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員ホームページ https://sites.google.com/site/michihito7ando/  

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX627 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務諸表から企業をみる目を養う。 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は，財務諸表分析の様々な手法を学び，その知識を駆使していかに現代の会計問題を議論できるかという技術の習得を

目指している。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２年生および３年生：まず，財務会計の基本的なテキストを学ぶ。伝統的な会計理論（損益会計，資産・負債・資本会計）か新会

計基準のいずれか（または両方）を中心に扱うかは参加者と相談のうえ決定する。次に，財務諸表分析の基本的なテキストを学

ぶ。収益性，効率性，安全性，成長性などの伝統的な分析手法について学ぶ。 

４年生：卒業論文の執筆をおこなう。財務会計の範囲内で，自由にテーマを決定する。最初に論文の書き方や文献検索の仕方を

説明する。後は毎回書き進んだ所までを報告してもらい，それに対して教員がコメントし，それに基づき修正していくということを毎

週繰り返す。 

 ２・３年生については，基本的には，テキストの輪読形式でおこない，担当者の報告に対して，皆で疑問点を訊いたり，ディスカッ

ションをおこなったりする。 

 ４年生については，各自でテーマを設定し，論文の執筆を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 会計の意義と領域 

3. 利益計算の仕組み 

4. 会計理論と会計基準 

5. 利益測定と資産評価の基礎概念 

6. 現金預金と有価証券 

7. 売上高と売上債権 

8. 棚卸資産と売上原価 

9. 有形固定資産と減価償却 

10. 無形固定資産と繰延資産 

11. 負債 

12. 株主資本と純資産 

13. 財務諸表の作成と公開 

14. 連結財務諸表 

15. 外貨建取引等の換算 

16. 財務諸表の役割と仕組み 

17. 財務諸表の入手方法 

18. 貸借対照表の見方 

19. 損益計算書の見方 

20. キャッシュ・フロー計算書の見方 

21. 会計方針の注記 

22. 分析の視点と方法 

23. 収益性の分析 

24. 生産性の分析 

25. 安全性の分析 

26. 不確実性によるリスクの分析 

27. 成長性の分析 

28. 投資意思決定有用性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，テキストの該当箇所を読んでおく。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/プレゼンテーション(10%)/討論(40%) 

課外授業（合宿など）への参加も必須である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川本淳他、2015、『はじめて出会う会計学 新版』、有斐閣 (ISBN:9784641220614) 

2. 桜井久勝、2017、『財務諸表分析 第 7 版』、中央経済社 (ISBN:9784502223518) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹、2016、『企業会計入門 増補版』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

登録はそれぞれの学年のコマで行ってもらうが，受講は A，B 連続で行うことを前提とする。  

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX628 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務諸表から企業をみる目を養う。 

担当者名 

（Instructor） 
山田 康裕(YAMADA YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本演習は，財務諸表分析の様々な手法を学び，その知識を駆使していかに現代の会計問題を議論できるかという技術の習得を

目指している。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２年生および３年生：まず，財務会計の基本的なテキストを学ぶ。伝統的な会計理論（損益会計，資産・負債・資本会計）か新会

計基準のいずれか（または両方）を中心に扱うかは参加者と相談のうえ決定する。次に，財務諸表分析の基本的なテキストを学

ぶ。収益性，効率性，安全性，成長性などの伝統的な分析手法について学ぶ。 

４年生：卒業論文の執筆をおこなう。財務会計の範囲内で，自由にテーマを決定する。最初に論文の書き方や文献検索の仕方を

説明する。後は毎回書き進んだ所までを報告してもらい，それに対して教員がコメントし，それに基づき修正していくということを毎

週繰り返す。 

 ２・３年生については，基本的には，テキストの輪読形式でおこない，担当者の報告に対して，皆で疑問点を訊いたり，ディスカッ

ションをおこなったりする。 

 ４年生については，各自でテーマを設定し，論文の執筆を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 会計の意義と領域 

3. 利益計算の仕組み 

4. 会計理論と会計基準 

5. 利益測定と資産評価の基礎概念 

6. 現金預金と有価証券 

7. 売上高と売上債権 

8. 棚卸資産と売上原価 

9. 有形固定資産と減価償却 

10. 無形固定資産と繰延資産 

11. 負債 

12. 株主資本と純資産 

13. 財務諸表の作成と公開 

14. 連結財務諸表 

15. 外貨建取引等の換算 

16. 財務諸表の役割と仕組み 

17. 財務諸表の入手方法 

18. 貸借対照表の見方 

19. 損益計算書の見方 

20. キャッシュ・フロー計算書の見方 

21. 会計方針の注記 

22. 分析の視点と方法 

23. 収益性の分析 

24. 生産性の分析 

25. 安全性の分析 

26. 不確実性によるリスクの分析 

27. 成長性の分析 

28. 投資意思決定有用性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，テキストの該当箇所を読んでおく。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/プレゼンテーション(10%)/討論(40%) 

課外授業（合宿など）への参加も必須である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 川本淳他、2015、『はじめて出会う会計学 新版』、有斐閣 (ISBN:9784641220614) 

2. 桜井久勝、2017、『財務諸表分析 第 7 版』、中央経済社 (ISBN:9784502223518) 

 

参考文献（Readings） 

1. 斎藤静樹、2016、『企業会計入門 増補版』、有斐閣 (ISBN:9784641164772) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

登録はそれぞれの学年のコマで行ってもらうが，受講は A，B 連続で行うことを前提とする。  

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX631 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行動経済学の基礎とそのさまざまな経済・社会問題への応用を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
荒川 章義(ARAKAWA AKIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間は伝統的な経済学が考えてきたような合理的な存在ではなく、間違いも起こせば感情にも流される非合理な存在です。人間

をこのような非合理な存在と考える行動経済学という経済学の新しい分野を学び、それを用いるとさまざまな経済問題や社会問

題がどのように分析され、どのような政策提言が可能なのかを考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

行動経済学は、心理学の成果を取り入れた経済学の新しい分野であり、人間がどのように消費や投資をするのかといった伝統

的な経済学が扱ってきた問題だけでなく、健康や教育、貧困者や途上国支援の有効な方法など、さまざまな問題に応用すること

ができます。このゼミナールでは、この行動経済学の基礎と応用の勉強を、ディベートやディスカッションをほぼ毎回取り入れなが

ら行っていきます。また３月には新歓合宿、９月には夏合宿、１１月に他大学とのジョイントゼミを予定しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 行動経済学の基礎１ 

3. 行動経済学の基礎２ 

4. 行動経済学の基礎３ 

5. 行動経済学の基礎４ 

6. 行動経済学の基礎５ 

7. 行動経済学の基礎６ 

8. 行動経済学の基礎７ 

9. 行動経済学の基礎８ 

10. 行動経済学の基礎９ 

11. 行動経済学の応用１ 

12. 行動経済学の応用２ 

13. 行動経済学の応用３ 

14. 行動経済学の応用４ 

15. 行動経済学の応用５ 

16. 行動経済学の応用６ 

17. 行動経済学の応用７ 

18. 行動経済学の応用８ 

19. 行動経済学の応用９ 

20. グループワーク報告１ 

21. グループワーク報告２ 

22. グループワーク報告３ 

23. グループワーク報告４ 

24. グループワーク報告５ 

25. グループワーク報告６ 

26. グループワーク報告７ 

27. グループワーク報告８ 

28. グループワーク報告９ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とプレゼンテーション(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業時に指示する 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ツイッターアカウント @arakawa_rikkyo 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX632 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行動経済学の基礎とそのさまざまな経済・社会問題への応用を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
荒川 章義(ARAKAWA AKIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間は伝統的な経済学が考えてきたような合理的な存在ではなく、間違いも起こせば感情にも流される非合理な存在です。人間

をこのような非合理な存在と考える行動経済学という経済学の新しい分野を学び、それを用いるとさまざまな経済問題や社会問

題がどのように分析され、どのような政策提言が可能なのかを考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

行動経済学は、心理学の成果を取り入れた経済学の新しい分野であり、人間がどのように消費や投資をするのかといった伝統

的な経済学が扱ってきた問題だけでなく、健康や教育、貧困者や途上国支援の有効な方法など、さまざまな問題に応用すること

ができます。このゼミナールでは、この行動経済学の基礎と応用の勉強を、ディベートやディスカッションをほぼ毎回取り入れなが

ら行っていきます。また３月には新歓合宿、９月には夏合宿、１１月に他大学とのジョイントゼミを予定しています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 行動経済学の基礎１ 

3. 行動経済学の基礎２ 

4. 行動経済学の基礎３ 

5. 行動経済学の基礎４ 

6. 行動経済学の基礎５ 

7. 行動経済学の基礎６ 

8. 行動経済学の基礎７ 

9. 行動経済学の基礎８ 

10. 行動経済学の基礎９ 

11. 行動経済学の応用１ 

12. 行動経済学の応用２ 

13. 行動経済学の応用３ 

14. 行動経済学の応用４ 

15. 行動経済学の応用５ 

16. 行動経済学の応用６ 

17. 行動経済学の応用７ 

18. 行動経済学の応用８ 

19. 行動経済学の応用９ 

20. グループワーク報告１ 

21. グループワーク報告２ 

22. グループワーク報告３ 

23. グループワーク報告４ 

24. グループワーク報告５ 

25. グループワーク報告６ 

26. グループワーク報告７ 

27. グループワーク報告８ 

28. グループワーク報告９ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とプレゼンテーション(80%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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授業時に指示する 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ツイッターアカウント @arakawa_rikkyo 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX634 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際金融問題の理解を通じて世界経済の変化を掴む 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融および国際金融に関する理解の深化を通じて，経済事象に対する意識を形成し，理論的に考える力を養う。また，報告およ

び他者との議論を通じてコミュニケーション能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際金融活動はグローバル化に牽引されながら次々に新しい局面を迎えている。本ゼミは，現代の国際金融という舞台で展開さ

れるさまざまな経済事象を分析・解明することを目的に，そのツールとしての理論体系の習得に加え，歴史，制度，実証分析など

をバランスよく理解し，ゼミ生間での議論を通じて個々人の見識を磨く。継続的に基本文献の輪読と議論を行いながら，現実問題

への意識を醸成し，それに基づいて共同論文の作成（4 年生は個別の卒業論文）および他大学との研究発表大会の準備を行っ

ていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 輪読・議論① 

3. 輪読・議論② 

4. 輪読・議論③ 

5. 輪読・議論④ 

6. グループ報告① 

7. グループ報告② 

8. 討論① 

9. 討論② 

10. 討論③ 

11. 討論④ 

12. グループ報告③ 

13. グループ報告④ 

14. 論文中間報告 

15. 論文中間報告 

16. 論文中間報告 

17. 論文検討会 

18. 公開ゼミナール（予定） 

19. 論文検討会 

20. 公開ゼミナール（予定） 

21. 中間論文報告 

22. 中間論文報告 

23. 中間論文報告 

24. 中間論文報告 

25. 中間論文報告 

26. 卒論報告会 

27. 完成論文報告 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者はもちろん，討論者も事前に指示される内容について納得するまで考え，調べておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(35%)/議論内容(35%)/論文作成への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 



 - 383 - 

1. 飯島／五百旗頭／佐藤／菅原、2017、『身近に感じる国際金融』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15044-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX635 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際金融問題の理解を通じて世界経済の変化を掴む 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 寛之(IIJIMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融および国際金融に関する理解の深化を通じて，経済事象に対する意識を形成し，理論的に考える力を養う。また，報告およ

び他者との議論を通じてコミュニケーション能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国際金融活動はグローバル化に牽引されながら次々に新しい局面を迎えている。本ゼミは，現代の国際金融という舞台で展開さ

れるさまざまな経済事象を分析・解明することを目的に，そのツールとしての理論体系の習得に加え，歴史，制度，実証分析など

をバランスよく理解し，ゼミ生間での議論を通じて個々人の見識を磨く。継続的に基本文献の輪読と議論を行いながら，現実問題

への意識を醸成し，それに基づいて共同論文の作成（4 年生は個別の卒業論文）および他大学との研究発表大会の準備を行っ

ていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 輪読・議論① 

3. 輪読・議論② 

4. 輪読・議論③ 

5. 輪読・議論④ 

6. グループ報告① 

7. グループ報告② 

8. 討論① 

9. 討論② 

10. 討論③ 

11. 討論④ 

12. グループ報告③ 

13. グループ報告④ 

14. 論文中間報告 

15. 論文中間報告 

16. 論文中間報告 

17. 論文検討会 

18. 公開ゼミナール（予定） 

19. 論文検討会 

20. 公開ゼミナール（予定） 

21. 中間論文報告 

22. 中間論文報告 

23. 中間論文報告 

24. 中間論文報告 

25. 中間論文報告 

26. 卒論報告会 

27. 完成論文報告 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者はもちろん，討論者も事前に指示される内容について納得するまで考え，調べておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(35%)/議論内容(35%)/論文作成への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 飯島／五百旗頭／佐藤／菅原、2017、『身近に感じる国際金融』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15044-7) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX638 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際分業・国際制度の歴史的変遷とその最新の構図 

担当者名 

（Instructor） 
奥村 和久(OKUMURA KAZUHISA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の国際分業・国際制度について，その歴史的変遷と合わせて，考察する。また、適時、４年生の卒論作成の相談に応じる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

いま日本はグローバリゼーションとリージョナリゼーションのただ中にいる。したがって，そこにおける日本の位置を知るために

は，国際分業と国際制度の現状の理解が欠かせない。そこで本ゼミナールでは，下記のテキストを中心に学生によるレポートと

討論，指導教員による補足を交えて，国際関係の実体面と制度面を学生の自主性を尊重しながら考察していく。 

なお，下記テスト以外は，適宜，配付資料および指導教員による説明として学生の参考に資したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 第二次世界大戦前の国際分業 

3. 第二次大戦前の国際制度 

(金本位制と自由貿易) 

4. 第二次大戦前の日本(赤松雁行形態論と名和三環節論) 

5. 先進国の高度成長と国際分業 1 

6. 先進国の高度成長と国際分業 2 

7. 先進国の高度成長と国際制度 1(GATT) 

8. 先進国の高度成長と国際制度 2(IMF) 

9. グローバリゼーションと国際分業 1(アーキテクチャ論) 

10. グローバリゼーションと国際分業 2(アーキテクチャ論) 

11. グローバリゼーションと国際分業 3(先進国間分業) 

12. グローバリゼーションと国際分業 4(先進国間分業) 

13. グローバリゼーションと国際分業 5(先進国間分業) 

14. グローバリゼーションと国際分業 6(先進国間分業) 

15. グローバリゼーションと国際分業 7 

(南北間分業) 

16. グローバリゼーションと国際分業 8 

(南北間分業) 

17. グローバリゼーションと国際分業 9 

(南北間分業) 

18. グローバリゼーションと国際分業 10(域内分業) 

19. グローバリゼーションと国際分業 11(域内分業) 

20. グローバリゼーションと国際分業 12(域内分業) 

21. グローバリゼーションと国際制度 1(WTO) 

22. グローバリゼーションと国際制度 2(WTO) 

23. グローバリゼーションと国際制度 3(IMF) 

24. グローバリゼーションと国際制度 4(IMF) 

25. グローバリゼーションと国際制度 5(地域経済統合) 

26. グローバリゼーションと国際制度 6(地域経済統合) 

27. グローバリゼーションと日本 

28. ゼミナールの総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に知らせたレポーターの報告箇所をよく読んで，分からない専門用語を調べておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(30%)/ゼミ討論への参加状況(30%)/卒論(40%) 



 - 387 - 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤本隆宏、2007、『ものづくり経営学』、光文社新書 (ISBN978-4-334-039393-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 国連，岡川千勝訳、2000 年、『標準国際貿易商品分類 SITC・改訂第 3 版』、オムニ情報開発株式会社 (ISBN:ISBN4-900702-

08-0) 

2. C.オミナミ，奥村和久訳、1991 年、『第三世界のレギュラシオン理論：世界経済と南北問題』、大村書店 (ISBN:ISBN3033-

10005-0725) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイント用資料を配布 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX641 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中小企業と地域経済 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 恭司(TOYAMA KYOJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中小企業（ベンチャー）と地域経済の問題や可能性について自ら考え，仮説を立て，現場情報と理論を組み合わせて独自の論理

で現実経済を考察し，成果を公表できる能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 多様性と多数性を特徴とする中小企業を分析するには，ある一定の切り口，分析視角で対象を絞り込むことが重要である。たと

えば，業界・業種(自動車産業など)，業態(開発型ベンチャー，ファミリービジネスなど)，地域(東京都大田区，福井県鯖江市など)

といった枠組み設定が必要となる。一方，これらのすべてに経済・経営理論とその分野の歴史， 実態と政策についての既存研

究が存在する。ゼミナールでは，これらをバランス良く学び，新規・独自の切り口で知を体系化する手法を習得し，実践する。 

 チームでテーマを決め，文献サーベイと輪読，ディスカッション，ワークショップ，プレゼンテーションを行うとともに，必ず現場情

報をみずから入手するためのフィールドワーク(企業・官公庁インタビュー)を実施して，成果をまとめあげることがゼミナールの到

達点である。 

 毎年，(財)商工総合研究所主催の「中小企業懸賞論文」に応募する。これを原則とするが，他の論文への応募，各種プロジェク

ト・コンテストへの参加など，いくつか考えられるので，相談に応じて調整したい。 

 このほか，ゲストスピーカーの講話や他大学との討論会（慶應義塾大学など）, 合宿等を行う。 

 ４年生は交代でゼミ指導，および，卒業論文の作成にあたる。卒論指導は原則，個別対応とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基礎文献の輪読と討論（１） 

3. 基礎文献の輪読と討論（２） 

4. 基礎文献の輪読と討論（３） 

5. 基礎文献の輪読と討論（４） 

6. 基礎文献の輪読と討論（５） 

7. 基礎文献の輪読と討論（６） 

8. 基礎文献の輪読と討論（７） 

9. 基礎文献の輪読と討論（８） 

10. リサーチデザインの技法 

11. リサーチデザインの構想発表（１） 

12. リサーチデザインの構想発表（２） 

13. フィールドワークの技法 

14. フィールドワークデザイン 

15. フィールドワークの成果報告と討論（１） 

16. フィールドワークの成果報告と討論（２） 

17. 成果の取りまとめ（１） 

18. 成果の取りまとめ（２） 

19. 発展的学習（学内討論会、専門論文サーベイ）（１） 

20. 発展的学習（学内討論会、専門論文サーベイ）（２） 

21. 発展的学習（学内討論会、専門論文サーベイ）（３） 

22. 発展的学習（学内討論会、専門論文サーベイ）（４） 

23. プレゼンテーションとピアレビュー（１） 

24. プレゼンテーションとピアレビュー（２） 

25. 応用文献の輪読と討論（１） 

26. 応用文献の輪読と討論（２） 

27. 応用文献の輪読と討論（３） 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 



 - 389 - 

輪読テキスト（植田ほか著）と併せて，その他４冊も春学期中に読了を要する（「アウトプットは、インプットの質と量に依存する」）。 

別途，ゼミ初回に提示された課題図書は，年度内に半分以上を読了することを目標とする。 

春学期・夏季休業時にフィールドワークを計画し，実行する（「調査なくして発言権なし」）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(20%)/出席・参加意欲および貢献度(30%)/フィールドワーク(20%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 植田浩史・桑原武志・本多哲夫・義永忠一・関智宏・田中幹大・林幸治、2014、『新版 中小企業・ベンチャー企業論』、有斐閣 

(ISBN:9784641164314) 

2. 中沢孝夫、2014、『中小企業の底力』、ちくま新書 (ISBN:9784480067760) 

3. 黒崎 誠、2015、『世界に冠たる中小企業』、講談社現代新書 (ISBN:9784062883009) 

4. 藤本隆宏、2017、『現場から見上げる企業戦略論』、角川新書 (ISBN:978-4040821528) 

5. 細谷 祐二、2017、『地域の力を引き出す企業: グローバル・ニッチトップ企業が示す未来』、ちくま新書 (ISBN:978-

4480069726) 

 

参考文献（Readings） 

1. 刈谷剛彦、2002、『知的複眼思考法』、講談社プラスα文庫 (ISBN:9784062566100) 

2. 堀公俊、2008、『ワークショップ入門』、日経文庫 (ISBN:9784532111922) 

3. 堀公俊、2004、『ファシリテーション入門』、日経文庫 (ISBN:9784532110260) 

4. 松本茂、1996、『頭を鍛えるディベート入門－発想と表現の技法』、講談社ブルーバックス (ISBN:9784062571128) 

5. 内田和成、2006、『仮説思考』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492555552) 

新入ゼミ生は文献１を，新３年生は文献２・３を，春季休業までに読了のうえ，2018 年度ゼミナールに参加すること。４, ５は適宜

読了のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミの基本方針（オープンゼミ等で提示）を理解し、実践することが課されると認識すること。 

諸連絡・指導等は、Blackboardを活用する。原則、週に一度は必ずアクセスし，「お知らせ」「教材」「ディスカッション」等を閲覧す

ること。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX642 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中小企業と地域経済 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 恭司(TOYAMA KYOJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中小企業（ベンチャー）と地域経済の問題や可能性について自ら考え，仮説を立て，現場情報と理論を組み合わせて独自の論理

で現実経済を考察し，成果を公表できる能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 多様性と多数性を特徴とする中小企業を分析するには，ある一定の切り口，分析視角で対象を絞り込むことが重要である。たと

えば，業界・業種(自動車産業など)，業態(開発型ベンチャー，ファミリービジネスなど)，地域(東京都大田区，福井県鯖江市など)

といった枠組み設定が必要となる。一方，これらのすべてに経済・経営理論とその分野の歴史， 実態と政策についての既存研

究が存在する。ゼミナールでは，これらをバランス良く学び，新規・独自の切り口で知を体系化する手法を習得し，実践する。 

 チームでテーマを決め，文献サーベイと輪読，ディスカッション，ワークショップ，プレゼンテーションを行うとともに，必ず現場情

報をみずから入手するためのフィールドワーク(企業・官公庁インタビュー)を実施して，成果をまとめあげることがゼミナールの到

達点である。 

 毎年，(財)商工総合研究所主催の「中小企業懸賞論文」に応募する。これを原則とするが，他の論文への応募，各種プロジェク

ト・コンテストへの参加など，いくつか考えられるので，相談に応じて調整したい。 

 このほか，ゲストスピーカーの講話や他大学との討論会（慶應義塾大学など）, 合宿等を行う。 

 ４年生は交代でゼミ指導，および，卒業論文の作成にあたる。卒論指導は原則，個別対応とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基礎文献の輪読と討論（１） 

3. 基礎文献の輪読と討論（２） 

4. 基礎文献の輪読と討論（３） 

5. 基礎文献の輪読と討論（４） 

6. 基礎文献の輪読と討論（５） 

7. 基礎文献の輪読と討論（６） 

8. 基礎文献の輪読と討論（７） 

9. 基礎文献の輪読と討論（８） 

10. リサーチデザインの技法 

11. リサーチデザインの構想発表（１） 

12. リサーチデザインの構想発表（２） 

13. フィールドワークの技法 

14. フィールドワークデザイン 

15. フィールドワークの成果報告と討論（１） 

16. フィールドワークの成果報告と討論（２） 

17. 成果の取りまとめ（１） 

18. 成果の取りまとめ（２） 

19. 発展的学習（学内討論会、専門論文サーベイ）（１） 

20. 発展的学習（学内討論会、専門論文サーベイ）（２） 

21. 発展的学習（学内討論会、専門論文サーベイ）（３） 

22. 発展的学習（学内討論会、専門論文サーベイ）（４） 

23. プレゼンテーションとピアレビュー（１） 

24. プレゼンテーションとピアレビュー（２） 

25. 応用文献の輪読と討論（１） 

26. 応用文献の輪読と討論（２） 

27. 応用文献の輪読と討論（３） 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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輪読テキスト（植田ほか著）と併せて，その他４冊も春学期中に読了を要する（「アウトプットは、インプットの質と量に依存する」）。 

別途，ゼミ初回に提示された課題図書は，年度内に半分以上を読了することを目標とする。 

春学期・夏季休業時にフィールドワークを計画し，実行する（「調査なくして発言権なし」）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(20%)/出席・参加意欲および貢献度(30%)/フィールドワーク(20%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 植田浩史・桑原武志・本多哲夫・義永忠一・関智宏・田中幹大・林幸治、2014、『新版 中小企業・ベンチャー企業論』、有斐閣 

(ISBN:9784641164314) 

2. 中沢孝夫、2014、『中小企業の底力』、ちくま新書 (ISBN:9784480067760) 

3. 黒崎 誠、2015、『世界に冠たる中小企業』、講談社現代新書 (ISBN:9784062883009) 

4. 藤本隆宏、2017、『現場から見上げる企業戦略論』、角川新書 (ISBN:978-4040821528) 

5. 細谷 祐二、2017、『地域の力を引き出す企業: グローバル・ニッチトップ企業が示す未来』、ちくま新書 (ISBN:978-

4480069726) 

 

参考文献（Readings） 

1. 刈谷剛彦、2002、『知的複眼思考法』、講談社プラスα文庫 (ISBN:9784062566100) 

2. 堀公俊、2008、『ワークショップ入門』、日経文庫 (ISBN:9784532111922) 

3. 堀公俊、2004、『ファシリテーション入門』、日経文庫 (ISBN:9784532110260) 

4. 松本茂、1996、『頭を鍛えるディベート入門－発想と表現の技法』、講談社ブルーバックス (ISBN:9784062571128) 

5. 内田和成、2006、『仮説思考』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492555552) 

新入ゼミ生は文献１を，新３年生は文献２・３を，春季休業までに読了のうえ，2018 年度ゼミナールに参加すること。４, ５は適宜

読了のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミの基本方針（オープンゼミ等で提示）を理解し、実践することが課されると認識すること。 

諸連絡・指導等は、Blackboardを活用する。原則、週に一度は必ずアクセスし，「お知らせ」「教材」「ディスカッション」等を閲覧す

ること。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX644 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計理論の研究 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 幸路(KURATA KOJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在大きく変わりつつある財務会計制度について，その基礎理論から理解できるようになり，財務会計のテーマについて議論で

きるようになることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の財務会計問題について，テキストに従ってゼミ生による報告を行い，そのテーマに関してディスカッションを行う。授業へ積

極的参加することが必須である。また，４年次には各自決めたテーマについて研究報告を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 財務会計の基礎１ 

3. 財務会計の基礎２ 

4. 財務会計の基礎３ 

5. 財務会計の基礎４ 

6. 資産会計論１ 

7. 資産会計論２ 

8. 資産会計論３ 

9. 資産会計論４ 

10. 資産会計論５ 

11. 負債会計論１ 

12. 負債会計論２ 

13. 負債会計論３ 

14. 負債会計論４ 

15. 資本会計論１ 

16. 資本会計論２ 

17. 資本会計論３ 

18. 資本会計論４ 

19. 損益会計論１ 

20. 損益会計論２ 

21. 損益会計論３ 

22. 損益会計論４ 

23. 連結会計論１ 

24. 連結会計論２ 

25. 連結会計論３ 

26. 連結会計論４ 

27. 連結会計論５ 

28. 全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次週のテーマは確定しているので，各自通読しておくとともに疑問点はできる限り調べ議論に積極的に参加できるようにするこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業期間内の複数レポート(30%)/ディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

3 月の春合宿の時までに指示する。 
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参考文献（Readings） 

1. 広瀬義州著、2015 年、『財務会計』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 

 

  



 - 394 - 

■BX645 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計理論の研究 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 幸路(KURATA KOJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在大きく変わりつつある財務会計制度について，その基礎理論から理解できるようになり，財務会計のテーマについて議論で

きるようになることを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の財務会計問題について，テキストに従ってゼミ生による報告を行い，そのテーマに関してディスカッションを行う。授業へ積

極的参加することが必須である。また，４年次には各自決めたテーマについて研究報告を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 財務会計の基礎１ 

3. 財務会計の基礎２ 

4. 財務会計の基礎３ 

5. 財務会計の基礎４ 

6. 資産会計論１ 

7. 資産会計論２ 

8. 資産会計論３ 

9. 資産会計論４ 

10. 資産会計論５ 

11. 負債会計論１ 

12. 負債会計論２ 

13. 負債会計論３ 

14. 負債会計論４ 

15. 資本会計論１ 

16. 資本会計論２ 

17. 資本会計論３ 

18. 資本会計論４ 

19. 損益会計論１ 

20. 損益会計論２ 

21. 損益会計論３ 

22. 損益会計論４ 

23. 連結会計論１ 

24. 連結会計論２ 

25. 連結会計論３ 

26. 連結会計論４ 

27. 連結会計論５ 

28. 全体の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次週のテーマは確定しているので，各自通読しておくとともに疑問点はできる限り調べ議論に積極的に参加できるようにするこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/授業期間内の複数レポート(30%)/ディスカッション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

3 月の春合宿の時までに指示する。 
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参考文献（Readings） 

1. 広瀬義州著、2015 年、『財務会計』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX647 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本企業の経営史的研究 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マクロ経済の歴史的変化のなかに企業を位置付け，日本の企業経営システムの特質を歴史的視角から研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミにおける共同研究の前提として経営戦略，マーケティング，企業財務分析等に関する基礎的学習は行うが，ゼミ活動の中心

はグループワークを通じた業界や企業に対するデータ調査と分析となります。こうしたデータの収集と分析，さらにそれに基づい

た論理的思考と立論を通じて，リサーチ能力やデータ分析能力の修得と論理的思考力の向上を図ります。 

ゼミ活動はゼミ生の主体的かつ能動的な取り組みによって進められます。研究方針やスケジュール管理を含めて主体的にゼミ活

動を運営し，グループワークを中心とする共同研究を通じて研究テーマにアプローチすることで，組織運営と調整のノウハウや自

立的な思考能力を獲得するためのトレーニングを行います。授業は各グループの作業内容と進捗状況をゼミ全体で確認する場

であり，実際の研究活動は授業時間以外に各グループが自主的に集まり調査・分析・議論を行うグループワークにより進められ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グループワークの結果の検討と経営戦略論研究 

2. グループワークの結果の検討と経営戦略論研究 

3. グループワークの結果の検討と財務分析研究 

4. グループワークの結果の検討と財務分析研究 

5. グループワークの結果の検討と商品企画 

6. グループワークの結果の検討と商品企画 

7. グループワークの結果の検討とディベート 

8. グループワークの結果の検討とディベート 

9. グループワークの結果の検討とディベート 

10. グループワークの結果の検討と論文作成 

11. グループワークの結果の検討と論文作成 

12. グループワークの結果の検討と論文作成 

13. グループワークの結果の検討と論文作成 

14. グループワークの結果の検討と論文作成 

15. グループワークの結果の検討と論文作成 

16. グループワークの結果の検討と論文作成 

17. グループワークの結果の検討と論文作成 

18. グループワークの結果の検討と論文作成 

19. グループワークの結果の検討と論文作成 

20. グループワークの結果の検討と論文作成 

21. グループワークの結果の検討と論文作成 

22. グループワークの結果の検討と論文作成 

23. グループワークの結果の検討と論文作成 

24. グループワークの結果の検討と論文作成 

25. グループワークの結果の検討と論文作成 

26. グループワークの結果の検討と論文作成 

27. グループワークの結果の検討と論文作成 

28. グループワークの結果の検討と論文作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループ単位でそれぞれに与えられたテーマに関し研究を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループワークへの貢献(50%)/ゼミ全体活動への貢献(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし。テーマに応じて多数の文献・論文・統計等を利用する。 

 

参考文献（Readings） 

なし。テーマに応じて多数の文献・論文・統計等を利用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.geocities.jp/sunagaseminarhp/ 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX648 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本企業の経営史的研究 

担当者名 

（Instructor） 
須永 徳武(SUNAGA NORITAKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マクロ経済の歴史的変化のなかに企業を位置付け，日本の企業経営システムの特質を歴史的視角から研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミにおける共同研究の前提として経営戦略，マーケティング，企業財務分析等に関する基礎的学習は行うが，ゼミ活動の中心

はグループワークを通じた業界や企業に対するデータ調査と分析となります。こうしたデータの収集と分析，さらにそれに基づい

た論理的思考と立論を通じて，リサーチ能力やデータ分析能力の修得と論理的思考力の向上を図ります。 

ゼミ活動はゼミ生の主体的かつ能動的な取り組みによって進められます。研究方針やスケジュール管理を含めて主体的にゼミ活

動を運営し，グループワークを中心とする共同研究を通じて研究テーマにアプローチすることで，組織運営と調整のノウハウや自

立的な思考能力を獲得するためのトレーニングを行います。授業は各グループの作業内容と進捗状況をゼミ全体で確認する場

であり，実際の研究活動は授業時間以外に各グループが自主的に集まり調査・分析・議論を行うグループワークにより進められ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グループワークの結果の検討と経営戦略論研究 

2. グループワークの結果の検討と経営戦略論研究 

3. グループワークの結果の検討と財務分析研究 

4. グループワークの結果の検討と財務分析研究 

5. グループワークの結果の検討と商品企画 

6. グループワークの結果の検討と商品企画 

7. グループワークの結果の検討とディベート 

8. グループワークの結果の検討とディベート 

9. グループワークの結果の検討とディベート 

10. グループワークの結果の検討と論文作成 

11. グループワークの結果の検討と論文作成 

12. グループワークの結果の検討と論文作成 

13. グループワークの結果の検討と論文作成 

14. グループワークの結果の検討と論文作成 

15. グループワークの結果の検討と論文作成 

16. グループワークの結果の検討と論文作成 

17. グループワークの結果の検討と論文作成 

18. グループワークの結果の検討と論文作成 

19. グループワークの結果の検討と論文作成 

20. グループワークの結果の検討と論文作成 

21. グループワークの結果の検討と論文作成 

22. グループワークの結果の検討と論文作成 

23. グループワークの結果の検討と論文作成 

24. グループワークの結果の検討と論文作成 

25. グループワークの結果の検討と論文作成 

26. グループワークの結果の検討と論文作成 

27. グループワークの結果の検討と論文作成 

28. グループワークの結果の検討と論文作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループ単位でそれぞれに与えられたテーマに関し研究を進めておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループワークへの貢献(50%)/ゼミ全体活動への貢献(50%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし。テーマに応じて多数の文献・論文・統計等を利用する。 

 

参考文献（Readings） 

なし。テーマに応じて多数の文献・論文・統計等を利用する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.geocities.jp/sunagaseminarhp/ 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX651 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

世界経済と地域統合について考える―経済統合のツールボックスとしての EU（欧州連

合） 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 EU（欧州連合）は、ユーロ危機、Brexit、移民・難民危機、ポピュリズムなど複合的な危機に直面しているとはいえ、依然として経

済活動のグローバル化に適応するための様々な政策を生み出している「経済統合のツールボックス」ともいえる機構であり、アジ

アにおける経済協力を考える上でも示唆に富む。そこで、本授業では、（１）EU と国家の役割分担に基づいて行われているヨーロ

ッパ経済に関する基礎知識を学び、 （２）他大学の学生とともに EU セミナーに参加して、プレゼンテーションや討論の能力を身

につけ、（３）EU の政治・経済ガバナンスのしくみに関する基礎知識に基づいて、世界の地域統合について考える力を養う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 大学セミナーハウス（八王子）で行われる第 7 回 EU セミナーに参加することを前提としてゼミを行う。EU セミナー開催時期は、

例年 9 月中旬から下旬の 2 泊 3 日。EU セミナーは、代表的な EU 研究者の指導の下で約 100 人の学生が大学の垣根を越えて

共に学ぶ場である。これまでのセミナーの記録は以下を参照（https://iush.jp/seminar/2017/03/166/）。 

 ゼミの内容は 3 つの部分に分かれる。第 1に、EU に関する基礎知識を短期間に身につける。第 2 に、EU セミナー分科会の内

容を確認した上で、各自参加する分科会のテーマに関する課題及び追加情報の収集を行う。想定されるテーマは、ユーロ危機、

イギリスの EU 離脱、ポピュリズム、エネルギー・環境問題、EU のガバナンス問題、EU の対ロシア経済制裁など。第 3 に、EUセ

ミナー後、各自の関心に応じて個人あるいはグループで論文を執筆する（テーマの一例：ユーロ危機、銀行同盟、EU・ロシア関

係、移民・難民問題、EU とアジアの比較、TPPや TTIPなどのメガリージョンと EU の比較、EU 労働政策、日 EU ｰ EPA、EU 労働

問題、EU と ASEAN の比較など）。 

 なお、特に EU とロシアの経済関係、EU と中国の経済関係、ロシアと中国の経済関係、ロシアと日本の経済関係、一帯一路構

想、日 EU のエネルギー政策の比較などについて関心のある学生がいれば、別途、指導することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 輪読１：ヨーロッパ経済を支える機構＝EU のしくみ 

3. 輪読２：関税同盟の効果と限界、欧州動脈硬化症 

4. 輪読３：単一市場下における寡占体間の競争促進と競争法  

5. 輪読４：金融危機と初期のユーロを支える制度の限界（ユーロ 1.0） 

6. 輪読５：金融危機とユーロを支える制度の進化（ユーロ 2.0） 

7. 輪読６：EU と国家（加盟国間、米国、中国、ロシア、トルコなど）との関係  

8. EU セミナー分科会のテーマ・課題の確認と情報収集  

9. 各分科会参加者ごとに EU セミナー参加準備１  

10. 各分科会参加者ごとに EU セミナー参加準備２  

11. 各分科会の報告と討論１ 

12. 各分科会の報告と討論２ 

13. 各分科会の報告と討論３ 

14. EU セミナー直前対策 

15. EU セミナー反省会と各自・各グループの論文テーマの検討  

16. 各自・各グループの論文構想に関する報告と討論１  

17. 各自・各グループの論文構想に関する報告と討論２  

18. 各自・各グループの論文構想に関する報告と討論 3  

19. 論文に必要な資料収集、及び準備状況の報告１  

20. 論文に必要な資料収集、及び準備状況の報告２  

21. 論文に必要な資料収集、及び準備状況の報告３  

22. 論文概要の報告と討論１  

23. 論文概要の報告と討論２  

24. 論文概要の報告と討論３ 

25. 論文概要の報告と討論４  

26. 論文報告会１  

27. 論文報告会２  

28. 総括とゼミナール論集作成の準備 



 - 401 - 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 短時間で EU の基礎を学び、EU セミナーの準備を行うため、予習・復習は不可欠であり、授業時間と同等の授業時間外学習が

必要である。  

 

 なお、例年、夏季期間中に 2～3 日（1 限～5 限）の EUセミナー対策の勉強会を実施している。 

 

 参加の前提として、Master of writing、Master of presentation を熟読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(30%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中素香他、2014、『現代ヨーロッパ経済第 4 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-220270) 

 

参考文献（Readings） 

1. 長部 重康、2017、『日・EU経済連携協定が意味するものは何か:新たなメガ FTAへの挑戦と課題』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4623077595) 

2. 小島 健、2016、『知識ゼロからのユーロ入門』、幻冬舎 (ISBN:978-4344903166) 

3. 中村 民雄、2016、『EU とは何か（第 2 版）』、信山社 (ISBN:978-4797236262) 

4. 蓮見 雄、2009、『拡大する EU とバルト経済圏の胎動』、昭和堂 (ISBN:978-4812208687) 

5. 尾上 修悟、2017、『ギリシャ危機と揺らぐ欧州民主主義――緊縮政策がもたらす EU の亀裂』、明石書店 (ISBN:978-

4750344836) 

6. 濱口 桂一郎、2017、『EU の労働法政策』、労働政策研究研修機構 (ISBN:978-4538411613) 

7. 小久保 康之、2016、『EU 統合を読む: 現代ヨーロッパを理解するための基礎』、春風社 (ISBN:978-4861104831) 

月刊誌『ロシア・ユーラシアの経済と社会』  

ISSN 2185-8748 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

欧州連合駐日代表部 http://www.euinjapan.jp/ 

EU MAG http://eumag.jp/ 

日本 EU 学会 http://www.eusa-japan.org/index.html  

第６回 EU セミナー https://iush.jp/seminar/2017/03/166/ 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX652 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

世界経済と地域統合について考える―経済統合のツールボックスとしての EU（欧州連

合） 

担当者名 

（Instructor） 
蓮見 雄(HASUMI YU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 EU（欧州連合）は、ユーロ危機、Brexit、移民・難民危機、ポピュリズムなど複合的な危機に直面しているとはいえ、依然として経

済活動のグローバル化に適応するための様々な政策を生み出している「経済統合のツールボックス」ともいえる機構であり、アジ

アにおける経済協力を考える上でも示唆に富む。そこで、本授業では、（１）EU と国家の役割分担に基づいて行われているヨーロ

ッパ経済に関する基礎知識を学び、 （２）他大学の学生とともに EU セミナーに参加して、プレゼンテーションや討論の能力を身

につけ、（３）EU の政治・経済ガバナンスのしくみに関する基礎知識に基づいて、世界の地域統合について考える力を養う。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 大学セミナーハウス（八王子）で行われる第 7 回 EU セミナーに参加することを前提としてゼミを行う。EU セミナー開催時期は、

例年 9 月中旬から下旬の 2 泊 3 日。EU セミナーは、代表的な EU 研究者の指導の下で約 100 人の学生が大学の垣根を越えて

共に学ぶ場である。これまでのセミナーの記録は以下を参照（https://iush.jp/seminar/2017/03/166/）。 

 ゼミの内容は 3 つの部分に分かれる。第 1に、EU に関する基礎知識を短期間に身につける。第 2 に、EU セミナー分科会の内

容を確認した上で、各自参加する分科会のテーマに関する課題及び追加情報の収集を行う。想定されるテーマは、ユーロ危機、

イギリスの EU 離脱、ポピュリズム、エネルギー・環境問題、EU のガバナンス問題、EU の対ロシア経済制裁など。第 3 に、EUセ

ミナー後、各自の関心に応じて個人あるいはグループで論文を執筆する（テーマの一例：ユーロ危機、銀行同盟、EU・ロシア関

係、移民・難民問題、EU とアジアの比較、TPPや TTIPなどのメガリージョンと EU の比較、EU 労働政策、日 EU ｰ EPA、EU 労働

問題、EU と ASEAN の比較など）。 

 なお、特に EU とロシアの経済関係、EU と中国の経済関係、ロシアと中国の経済関係、ロシアと日本の経済関係、一帯一路構

想、日 EU のエネルギー政策の比較などについて関心のある学生がいれば、別途、指導することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 輪読１：ヨーロッパ経済を支える機構＝EU のしくみ 

3. 輪読２：関税同盟の効果と限界、欧州動脈硬化症 

4. 輪読３：単一市場下における寡占体間の競争促進と競争法  

5. 輪読４：金融危機と初期のユーロを支える制度の限界（ユーロ 1.0） 

6. 輪読５：金融危機とユーロを支える制度の進化（ユーロ 2.0） 

7. 輪読６：EU と国家（加盟国間、米国、中国、ロシア、トルコなど）との関係  

8. EU セミナー分科会のテーマ・課題の確認と情報収集  

9. 各分科会参加者ごとに EU セミナー参加準備１  

10. 各分科会参加者ごとに EU セミナー参加準備２  

11. 各分科会の報告と討論１ 

12. 各分科会の報告と討論２ 

13. 各分科会の報告と討論３ 

14. EU セミナー直前対策 

15. EU セミナー反省会と各自・各グループの論文テーマの検討  

16. 各自・各グループの論文構想に関する報告と討論１  

17. 各自・各グループの論文構想に関する報告と討論２  

18. 各自・各グループの論文構想に関する報告と討論 3  

19. 論文に必要な資料収集、及び準備状況の報告１  

20. 論文に必要な資料収集、及び準備状況の報告２  

21. 論文に必要な資料収集、及び準備状況の報告３  

22. 論文概要の報告と討論１  

23. 論文概要の報告と討論２  

24. 論文概要の報告と討論３ 

25. 論文概要の報告と討論４  

26. 論文報告会１  

27. 論文報告会２  

28. 総括とゼミナール論集作成の準備 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 短時間で EU の基礎を学び、EU セミナーの準備を行うため、予習・復習は不可欠であり、授業時間と同等の授業時間外学習が

必要である。  

 

 なお、例年、夏季期間中に 2～3 日（1 限～5 限）の EUセミナー対策の勉強会を実施している。 

 

 参加の前提として、Master of writing、Master of presentationを熟読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(30%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中素香他、2014、『現代ヨーロッパ経済第 4 版』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-220270) 

 

参考文献（Readings） 

1. 長部 重康、2017、『日・EU経済連携協定が意味するものは何か:新たなメガ FTAへの挑戦と課題』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4623077595) 

2. 小島 健、2016、『知識ゼロからのユーロ入門』、幻冬舎 (ISBN:978-4344903166) 

3. 中村 民雄、2016、『EU とは何か（第 2 版）』、信山社 (ISBN:978-4797236262) 

4. 蓮見 雄、2009、『拡大する EU とバルト経済圏の胎動』、昭和堂 (ISBN:978-4812208687) 

5. 尾上 修悟、2017、『ギリシャ危機と揺らぐ欧州民主主義――緊縮政策がもたらす EU の亀裂』、明石書店 (ISBN:978-

4750344836) 

6. 濱口 桂一郎、2017、『EU の労働法政策』、労働政策研究研修機構 (ISBN:978-4538411613) 

7. 小久保 康之、2016、『EU 統合を読む: 現代ヨーロッパを理解するための基礎』、春風社 (ISBN:978-4861104831) 

月刊誌『ロシア・ユーラシアの経済と社会』  

ISSN 2185-8748 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

欧州連合駐日代表部 http://www.euinjapan.jp/ 

EU MAG http://eumag.jp/ 

日本 EU 学会 http://www.eusa-japan.org/index.html  

第６回 EU セミナー https://iush.jp/seminar/2017/03/166/ 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX657 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境保全と経済発展の両立を考える 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学の理論や統計学の手法を使い，環境問題をはじめとする社会問題を論理的かつ客観的に分析し，それに対する解決策を

提示することができるようになることを目指します。また、様々な考え方を受け入れる力や、自分の主張や考えをうまく人に伝える

力も養っていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境を無視して経済成長を目指すことは問題ですが，経済成長を全く無視して環境保全のみを考えることにもまた問題がありま

す。このゼミナールでは，どうしたら環境と経済を両立することができるのかということを具体的な環境問題の検証や環境経済学

の理論の学習を通して考えていきます。また，履修者の要望に応じ，統計学的な手法を用いた社会問題の分析方法についても

扱う予定です。 

ゼミナールでは受講者によるテキストの輪読，新聞記事発表，グループや個人による論文の作成などを行っていきます。また，プ

レゼンテーション能力を高めるための発表やディベートの練習，他大学との論文報告会（インゼミ）も行います。扱うテーマは環境

問題が中心ですが、新聞記事発表やディベートでは環境問題以外にも履修者が興味をもった問題を広く扱っていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 環境問題の概要 1/発表練習 1 

3. 環境問題の概要 2/発表練習 2 

4. 環境問題の概要 3/発表練習 3 

5. 環境問題の概要 4/発表練習 4 

6. 学外演習（予定） 

7. 環境経済学の学習 1/ディベート練習 1 

8. 環境経済学の学習 2/ディベート練習 2 

9. 環境経済学の学習 3/ディベート練習 3 

10. 環境経済学の学習 4/ディベート練習 4 

11. 環境経済学の学習 5/ディベート練習 5 

12. 環境経済学の学習 6/ディベート練習 6 

13. 環境経済学の学習 7/ディベート練習 7 

14. 環境経済学の学習 8/ディベート練習 8 

15. ガイダンス 

16. グループ論文作成 1/環境経済学の分析手法 1 

17. グループ論文作成 2/環境経済学の分析手法 2  

18. グループ論文作成 3/環境経済学の分析手法 3 

19. グループ論文作成 4/環境経済学の分析手法 4 

20. グループ論文作成 5/環境経済学の分析手法 5 

21. 他大学との論文報告会（予定） 

22. 環境経済学の分析手法 6/発表練習 1 

23. 環境経済学の分析手法 7/発表練習 2  

24. 環境経済学の分析手法 8/発表練習 3  

25. 環境経済学の分析手法 9/発表練習 4  

26. 環境経済学の分析手法 10/発表練習 5  

27. 環境経済学の分析手法 11/発表練習 6  

28. 環境経済学の分析手法 12/発表練習 7  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，復習と予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 405 - 

授業参加度(30%)/報告内容(30%)/議論への貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日引 聡，有村 俊秀、2002、『入門 環境経済学―環境問題解決へのアプローチ』、中公新書 (ISBN:4121016483) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に関しては，進度などによって若干変更する場合があります。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX658 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
環境保全と経済発展の両立を考える 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 大輔(ICHINOSE DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学の理論や統計学の手法を使い，環境問題をはじめとする社会問題を論理的かつ客観的に分析し，それに対する解決策を

提示することができるようになることを目指します。また、様々な考え方を受け入れる力や、自分の主張や考えをうまく人に伝える

力も養っていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境を無視して経済成長を目指すことは問題ですが，経済成長を全く無視して環境保全のみを考えることにもまた問題がありま

す。このゼミナールでは，どうしたら環境と経済を両立することができるのかということを具体的な環境問題の検証や環境経済学

の理論の学習を通して考えていきます。また，履修者の要望に応じ，統計学的な手法を用いた社会問題の分析方法についても

扱う予定です。 

ゼミナールでは受講者によるテキストの輪読，新聞記事発表，グループや個人による論文の作成などを行っていきます。また，プ

レゼンテーション能力を高めるための発表やディベートの練習，他大学との論文報告会（インゼミ）も行います。扱うテーマは環境

問題が中心ですが、新聞記事発表やディベートでは環境問題以外にも履修者が興味をもった問題を広く扱っていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 環境問題の概要 1/発表練習 1 

3. 環境問題の概要 2/発表練習 2 

4. 環境問題の概要 3/発表練習 3 

5. 環境問題の概要 4/発表練習 4 

6. 学外演習（予定） 

7. 環境経済学の学習 1/ディベート練習 1 

8. 環境経済学の学習 2/ディベート練習 2 

9. 環境経済学の学習 3/ディベート練習 3 

10. 環境経済学の学習 4/ディベート練習 4 

11. 環境経済学の学習 5/ディベート練習 5 

12. 環境経済学の学習 6/ディベート練習 6 

13. 環境経済学の学習 7/ディベート練習 7 

14. 環境経済学の学習 8/ディベート練習 8 

15. ガイダンス 

16. グループ論文作成 1/環境経済学の分析手法 1 

17. グループ論文作成 2/環境経済学の分析手法 2  

18. グループ論文作成 3/環境経済学の分析手法 3 

19. グループ論文作成 4/環境経済学の分析手法 4 

20. グループ論文作成 5/環境経済学の分析手法 5 

21. 他大学との論文報告会（予定） 

22. 環境経済学の分析手法 6/発表練習 1 

23. 環境経済学の分析手法 7/発表練習 2  

24. 環境経済学の分析手法 8/発表練習 3  

25. 環境経済学の分析手法 9/発表練習 4  

26. 環境経済学の分析手法 10/発表練習 5  

27. 環境経済学の分析手法 11/発表練習 6  

28. 環境経済学の分析手法 12/発表練習 7  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，復習と予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業参加度(30%)/報告内容(30%)/議論への貢献(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 日引 聡，有村 俊秀、2002、『入門 環境経済学―環境問題解決へのアプローチ』、中公新書 (ISBN:4121016483) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に関しては，進度などによって若干変更する場合があります。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX661 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本の経済史・経営史 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学部の学位授与方針に掲げる「幅広い視野と柔軟な頭脳をもって変動する経済社会に対応できる，自立的な思考能力をも

った人材」となるべく，明治から現代までの日本経済・企業（産業）の歩みについて、文献や統計資料、フィールドワークから考察

し、歴史的な視点から現代社会を相対化する能力を身につける。  

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の経済社会を理解するために、歴史的な考察は不可欠です。複雑な現代社会の動向を理解するには、歴史研究によって現

代社会を相対化する視点を身につけなければなりません。歴史が「現在と過去の対話」といわれる所以です。 

本ゼミナールは、「帝国データバンク史料館」と連携して、同館所蔵の一次資料・データを活用した共同研究を実施します。2018

年度は、2017 年度に引き続いて，「産地（歴史的にみた地域の産業集積・集積効果）」をテーマとします。具体的には，東京の産

地を対象に研究を深めていきます。また、共同研究の成果については、他大学との合同ゼミナール（12 月）で発表します。 

「歴史が好き」な学生は大歓迎ですが、特段関心がない人も問題ありません。また、前向きで協調性がある方がゼミナールの進

行上は望ましいですが、後ろ向きで協調性が無いと自覚している人もいるでしょう。後者であっても全く気にしません。多様な学生

が集まることを期待しています。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期ゼミナール・ガイダンス 

2. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (1)  

3. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (2) 

4. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (3) 

5. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (4) 

6. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (5) 

7. 学外フィールドワーク (1) 企業アーカイブ 1 

8. 第 1 回グループ・プレゼンテーション (1)  

9. 第 1 回グループ・プレゼンテーション (2)  

10. 学外フィールドワーク (2) 企業アーカイブ 2  

11. 第２回グループ・プレゼンテーション (1)  

12. 第２回グループ・プレゼンテーション (2)  

13. 第２回グループ・プレゼンテーション (3)  

14. 第２回グループ・プレゼンテーション (4)  

15. 秋学期ゼミナール・ガイダンス 

16. 共同研究・プレゼンテーション (1)  

17. 共同研究・プレゼンテーション (2)  

18. 共同研究・プレゼンテーション (3)  

19. 共同研究・プレゼンテーション (4)  

20. 共同研究・プレゼンテーション (5)  

21. 共同研究・プレゼンテーション (6)  

22. 共同研究・プレゼンテーション (7)  

23. 共同研究・プレゼンテーション (8)  

24. 共同研究・プレゼンテーション (9)  

25. 合同ゼミナール発表準備 (1) 

26. 合同ゼミナール発表準備 (2) 

27. 合同ゼミナール発表準備 (3) 

28. １年間のまとめ（全体総括） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回のテキストやテーマについて、事前に専門用語や疑問点を調べる。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

個別プレゼンテーション(20%)/グループ学習(30%)/授業期間内レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ゼミナール・ガイダンスで適宜指示する。  

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

【その他】 

・ゼミナール採用者に対しては、12 月もしくは 1 月に説明会を実施します。 

・2018 年 3 月にプレ・ゼミナール合宿を実施します。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX662 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本の経済史・経営史 

担当者名 

（Instructor） 
岡部 桂史(OKABE KEISHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学部の学位授与方針に掲げる「幅広い視野と柔軟な頭脳をもって変動する経済社会に対応できる，自立的な思考能力をも

った人材」となるべく，明治から現代までの日本経済・企業（産業）の歩みについて、文献や統計資料、フィールドワークから考察

し、歴史的な視点から現代社会を相対化する能力を身につける。  

 

授業の内容（Course Contents） 

現在の経済社会を理解するために、歴史的な考察は不可欠です。複雑な現代社会の動向を理解するには、歴史研究によって現

代社会を相対化する視点を身につけなければなりません。歴史が「現在と過去の対話」といわれる所以です。 

本ゼミナールは、「帝国データバンク史料館」と連携して、同館所蔵の一次資料・データを活用した共同研究を実施します。2018

年度は、2017 年度に引き続いて，「産地（歴史的にみた地域の産業集積・集積効果）」をテーマとします。具体的には，東京の産

地を対象に研究を深めていきます。また、共同研究の成果については、他大学との合同ゼミナール（12 月）で発表します。 

「歴史が好き」な学生は大歓迎ですが、特段関心がない人も問題ありません。また、前向きで協調性がある方がゼミナールの進

行上は望ましいですが、後ろ向きで協調性が無いと自覚している人もいるでしょう。後者であっても全く気にしません。多様な学生

が集まることを期待しています。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期ゼミナール・ガイダンス 

2. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (1)  

3. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (2) 

4. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (3) 

5. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (4) 

6. 日本経済史・経営史の基礎を学ぶ (5) 

7. 学外フィールドワーク (1) 企業アーカイブ 1 

8. 第 1 回グループ・プレゼンテーション (1)  

9. 第 1 回グループ・プレゼンテーション (2)  

10. 学外フィールドワーク (2) 企業アーカイブ 2  

11. 第２回グループ・プレゼンテーション (1)  

12. 第２回グループ・プレゼンテーション (2)  

13. 第２回グループ・プレゼンテーション (3)  

14. 第２回グループ・プレゼンテーション (4)  

15. 秋学期ゼミナール・ガイダンス 

16. 共同研究・プレゼンテーション (1)  

17. 共同研究・プレゼンテーション (2)  

18. 共同研究・プレゼンテーション (3)  

19. 共同研究・プレゼンテーション (4)  

20. 共同研究・プレゼンテーション (5)  

21. 共同研究・プレゼンテーション (6)  

22. 共同研究・プレゼンテーション (7)  

23. 共同研究・プレゼンテーション (8)  

24. 共同研究・プレゼンテーション (9)  

25. 合同ゼミナール発表準備 (1) 

26. 合同ゼミナール発表準備 (2) 

27. 合同ゼミナール発表準備 (3) 

28. １年間のまとめ（全体総括） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回のテキストやテーマについて、事前に専門用語や疑問点を調べる。  
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

個別プレゼンテーション(20%)/グループ学習(30%)/授業期間内レポート(20%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ゼミナール・ガイダンスで適宜指示する。  

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【授業形態】授業では学生への質問も活発に行う予定なので，積極的な受講態度が期待される。 

【課題に対するフィードバック】最終授業時に，全体に対するフィードバックを行う。 

【その他】 

・ゼミナール採用者に対しては、12 月もしくは 1 月に説明会を実施します。 

・2018 年 3 月にプレ・ゼミナール合宿を実施します。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX664 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本経済分析－国際分業との関連 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本経済の現状と史的展開を理解し、実態としての経済作動についてのパースペクティヴを持たせる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦時経済から戦後再編、高成長期を経て低成長の現在に至るまでの日本経済の発展経路について理解する。とはいえ日本だけ

に限定せず、日本と東アジアとの相互交流をも視野に入れて、個別産業の発展、インフラの形成、企業投資、経済政策の推進な

どといった多様な部門に関して遠慮なく議論してもらう。それを通じて学生諸君が実態としての経済作動が我々に及ぼす影響をよ

り大きな視野から認識することを期待する。 

このゼミでは以上の問題意識に基づいて日本経済に関する多様なテキストを読み、担当者の報告の上、参加者同士で討論を行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書報告及び討論１ 

3. 輪読書報告及び討論２ 

4. 輪読書報告及び討論３ 

5. 輪読書報告及び討論４ 

6. グループ論文作成作業１ 

7. グループ論文作成作業２ 

8. グループ論文作成作業３ 

9. グループ論文作成作業４ 

10. グループ論文中間報告及び討論１ 

11. グループ論文中間報告及び討論２ 

12. グループ論文中間報告及び討論３ 

13. グループ論文最終報告及び討論 

14. 春学期総括 

15. 秋学期イントロダクション 

16. 輪読書報告及び討論５ 

17. 輪読書報告及び討論６ 

18. 輪読書報告及び討論７ 

19. 輪読書報告及び討論８ 

20. 個人論文作成作業１ 

21. 個人論文作成作業２ 

22. 個人論文作成作業３ 

23. 個人論文中間報告及び討論１ 

24. 個人論文中間報告及び討論２ 

25. 個人論文中間報告及び討論３ 

26. 個人論文最終報告及び討論１ 

27. 個人論文最終報告及び討論２ 

28. 年度総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストなどは各自、精読して授業に参加すること。 

グループ論文のプレゼンテーションは各グループ別に先行研究及び資料調査の上で行い、ディスカッションを通じて指摘・議論さ

れる事項ないしコメントを踏まえてグループ論文の改善を図ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(30%)/討論(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX665 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本経済分析－国際分業との関連 

担当者名 

（Instructor） 
林 采成(LIM CHAISUNG) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本経済の現状と史的展開を理解し、実態としての経済作動についてのパースペクティヴを持たせる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦時経済から戦後再編、高成長期を経て低成長の現在に至るまでの日本経済の発展経路について理解する。とはいえ日本だけ

に限定せず、日本と東アジアとの相互交流をも視野に入れて、個別産業の発展、インフラの形成、企業投資、経済政策の推進な

どといった多様な部門に関して遠慮なく議論してもらう。それを通じて学生諸君が実態としての経済作動が我々に及ぼす影響をよ

り大きな視野から認識することを期待する。 

このゼミでは以上の問題意識に基づいて日本経済に関する多様なテキストを読み、担当者の報告の上、参加者同士で討論を行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書報告及び討論１ 

3. 輪読書報告及び討論２ 

4. 輪読書報告及び討論３ 

5. 輪読書報告及び討論４ 

6. グループ論文作成作業１ 

7. グループ論文作成作業２ 

8. グループ論文作成作業３ 

9. グループ論文作成作業４ 

10. グループ論文中間報告及び討論１ 

11. グループ論文中間報告及び討論２ 

12. グループ論文中間報告及び討論３ 

13. グループ論文最終報告及び討論 

14. 春学期総括 

15. 秋学期イントロダクション 

16. 輪読書報告及び討論５ 

17. 輪読書報告及び討論６ 

18. 輪読書報告及び討論７ 

19. 輪読書報告及び討論８ 

20. 個人論文作成作業１ 

21. 個人論文作成作業２ 

22. 個人論文作成作業３ 

23. 個人論文中間報告及び討論１ 

24. 個人論文中間報告及び討論２ 

25. 個人論文中間報告及び討論３ 

26. 個人論文最終報告及び討論１ 

27. 個人論文最終報告及び討論２ 

28. 年度総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストなどは各自、精読して授業に参加すること。 

グループ論文のプレゼンテーションは各グループ別に先行研究及び資料調査の上で行い、ディスカッションを通じて指摘・議論さ

れる事項ないしコメントを踏まえてグループ論文の改善を図ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(30%)/討論(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX667 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代財政・租税論の国際比較研究 

担当者名 

（Instructor） 
関口 智(SEKIGUCHI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 各国の財政制度，とりわけ消費税・所得税といった租税制度，年金・医療・介護保険・生活保護といった社会保障制度等につい

て国際比較を行うことで，日本社会の現状を把握することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 財政は，政府の行政活動を裏付ける，公的な資金調達及び資金支出の活動です。しかし，単なる政府部門の歳入・歳出活動の

みを対象にするものではないことに注意が必要です。というのは，政府部門の活動の対象は，企業や家族を対象としているから

です。このことは，企業の活動や家族の活動の理解にも，政府部門の活動の理解が不可欠であることを示しています。 

 これまでゼミでは，財政学の視点から公共領域と民間領域の範囲を意識した議論を行ってきました。例えば，年金（公的年金保

険と民間年金保険），医療（公的医療保険と民間医療保険），教育（公教育と私教育）等に関して，政府部門の歳入・歳出構造や

企業形態・家族形態を踏まえた国際比較を行い，日本社会の現状理解を深めてきました。本年度のゼミでも，財政学の視点から

議論することを考えています。 

 ゼミの活動は参加者（ゼミ生）の主体性を尊重しているため，テーマ設定，立案，実行を学生主体で行うこととし，担当者（関口）

はそのための資料や視点を提供し，必要な解説を行います。確定したテーマについて，各国の状況も意識しながら積極的に学

び，毎回の参加により理解を共有し，自分の意見を積極的に発言し，日本財政の抱える課題や解決策について考えてゆこうとす

る学生の参加を望みます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

2. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

3. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

4. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

5. 卒業論文１（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

6. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

7. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

8. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

9. 卒業論文２（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

10. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

11. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

12. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

13. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

14. 卒業論文３（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

15. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

16. 討論会準備（グループ作業） 

17. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

18. 討論会準備（グループ作業・調整） 

19. 卒業論文４（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

20. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

21. 討論会準備（グループ作業・調整） 

22. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

23. 卒業論文５（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

24. 討論会準備（プレゼン・改善指導・全体調整作業） 

25. 討論会準備（プレゼン・改善指導・全体調整作業） 

26. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

27. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

28. 卒業論文６（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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 授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成(20%)/プレゼンテーション(20%)/討論への参加(40%)/ゼミ共同論文(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 ゼミ生全員でテーマ設定し，複数のテキストを担当者 (関口) が提示し，ゼミ生が選択・決定します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 関口智、2015 年、『現代アメリカ連邦税制-付加価値税なき国家の租税構造』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130461146) 

2. 関口智編、2016 年、『地方財政・公会計制度の国際比較』、日本経済評論社 (ISBN:978-4818824188) 

 随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ゼミ HP（http://www.geocities.jp/sekiguchi_seminar/）  

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX668 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代財政・租税論の国際比較研究 

担当者名 

（Instructor） 
関口 智(SEKIGUCHI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 各国の財政制度，とりわけ消費税・所得税といった租税制度，年金・医療・介護保険・生活保護といった社会保障制度等につい

て国際比較を行うことで，日本社会の現状を把握することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 財政は，政府の行政活動を裏付ける，公的な資金調達及び資金支出の活動です。しかし，単なる政府部門の歳入・歳出活動の

みを対象にするものではないことに注意が必要です。というのは，政府部門の活動の対象は，企業や家族を対象としているから

です。このことは，企業の活動や家族の活動の理解にも，政府部門の活動の理解が不可欠であることを示しています。 

 これまでゼミでは，財政学の視点から公共領域と民間領域の範囲を意識した議論を行ってきました。例えば，年金（公的年金保

険と民間年金保険），医療（公的医療保険と民間医療保険），教育（公教育と私教育）等に関して，政府部門の歳入・歳出構造や

企業形態・家族形態を踏まえた国際比較を行い，日本社会の現状理解を深めてきました。本年度のゼミでも，財政学の視点から

議論することを考えています。 

 ゼミの活動は参加者（ゼミ生）の主体性を尊重しているため，テーマ設定，立案，実行を学生主体で行うこととし，担当者（関口）

はそのための資料や視点を提供し，必要な解説を行います。確定したテーマについて，各国の状況も意識しながら積極的に学

び，毎回の参加により理解を共有し，自分の意見を積極的に発言し，日本財政の抱える課題や解決策について考えてゆこうとす

る学生の参加を望みます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

2. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

3. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

4. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

5. 卒業論文１（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

6. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

7. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

8. 財政学基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

9. 卒業論文２（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

10. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

11. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

12. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

13. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

14. 卒業論文３（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

15. 討論会向け基本文献の輪読（プレゼン・解説・討論） 

16. 討論会準備（グループ作業） 

17. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

18. 討論会準備（グループ作業・調整） 

19. 卒業論文４（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

20. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

21. 討論会準備（グループ作業・調整） 

22. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

23. 卒業論文５（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

24. 討論会準備（プレゼン・改善指導・全体調整作業） 

25. 討論会準備（プレゼン・改善指導・全体調整作業） 

26. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

27. 討論会準備（プレゼン・改善指導） 

28. 卒業論文６（プレゼン・ゼミ生の質疑・改善指導） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 



 - 419 - 

 授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成(20%)/プレゼンテーション(20%)/討論への参加(40%)/ゼミ共同論文(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 ゼミ生全員でテーマ設定し，複数のテキストを担当者 (関口) が提示し，ゼミ生が選択・決定します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 関口智、2015 年、『現代アメリカ連邦税制-付加価値税なき国家の租税構造』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130461146) 

2. 関口智編、2016 年、『地方財政・公会計制度の国際比較』、日本経済評論社 (ISBN:978-4818824188) 

 随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ゼミ HP（http://www.geocities.jp/sekiguchi_seminar/）  

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX674 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業内部の管理者が用いる会計情報システムである管理会計と、その主たる構成要素

となる原価計算について学ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

管理会計と原価計算の様々な技法について、テキストの輪読を通して学ぶとともに、他大学との合同研究発表会(インゼミ)の活

動を通じて、特定の管理会計技法を行う目的、計算構造、役立ち、問題点、他業種への適用可能性などについて深く考え、他者

に興味深い形でプレゼンすることを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業が利益獲得などの目的を実現するためには、組織成員や管理者が企業目的に沿った行動をとるよう動機づける必要があ

る。また、設備投資するか否かなどの意思決定を適切に行うことが必要となる。管理会計とは、そのような組織成員の適切な動

機づけ、また、適切な意思決定を行うための会計情報の仕組みをいかに設計・運用するかを学ぶ学問である。それらについて、

テキストの輪読並びにインゼミ準備・報告を通じて、学び、また、管理会計技法はどのように設計・運用・改善されるべきかをチー

ム・メンバーとともに考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

3. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、インゼミのテーマ発表 

4. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

5. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、小テスト 

6. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

7. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

8. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

9. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、小テスト 

10. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、 

11. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

12. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、インゼミ中間報告 

13. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

14. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

15. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

16. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

17. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

18. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

19. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、インゼミ中間報告 

20. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

21. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

22. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

23. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

24. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

25. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、インゼミ中間報告 

26. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

27. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

28. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

インゼミ報告に向けて、4－6 名チームでのテーマ決め、資料収集・読解、各チーム・メンバーで学んだことを 1 つの報告としてまと

めるという準備は、授業時間以外に行う。また、輪読テキストの内容については、適宜小テストを行うので、報告者以外も予復習

をしっかり行うこと。管理会計論 1・2 の受講を必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業参加度(30%)/報告・質疑応答の質、議論への参加(50%)/理解度チェック(20%) 

半期のうち、2 回を超える欠席は、正当な理由がない限り不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 清水孝・長谷川惠一・奥村雅史、2004、『入門原価計算第 2版』、中央経済社 

上記は 2 年次春学期に用いるテキストです。2 次年次秋学期以降の管理会計のテキストは追ってお伝えします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本清・廣本敏郎編、2016、『検定簿記講義 2 級工業簿記』、中央経済社 

2. 清水孝、2014、『現場で使える原価計算』、中央経済社 

3. 山本浩二・小倉昇・尾畑裕・小菅正伸・中村博之編著、2016、『スタンダードテキスト管理会計論第 2 版』、中央経済社 

4. 谷武幸、2013、『エッセンシャル管理会計第 3 版』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主に土日に開催する年 3 回程度のインゼミ、その他の行事の出席も必須である。チームでのインゼミ準備も責任を持って取り組

むこと。自身が一人で考えたり実行できることには限りがあるので、是非各自の分担をしっかり調べ上げたうえでの意見交換、お

互いの良い点を出し合い弱みは補い合い、良い研究成果に結びつける醍醐味を味わって下さい。それを経た暁には、自然と実

力や自信がついていることを実感できるでしょう。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX675 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

企業内部の管理者が用いる会計情報システムである管理会計と、その主たる構成要素

となる原価計算について学ぶ。 

担当者名 

（Instructor） 
諸藤 裕美(MOROFUJI YUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

管理会計と原価計算の様々な技法について、テキストの輪読を通して学ぶとともに、他大学との合同研究発表会(インゼミ)の活

動を通じて、特定の管理会計技法を行う目的、計算構造、役立ち、問題点、他業種への適用可能性などについて深く考え、他者

に興味深い形でプレゼンすることを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業が利益獲得などの目的を実現するためには、組織成員や管理者が企業目的に沿った行動をとるよう動機づける必要があ

る。また、設備投資するか否かなどの意思決定を適切に行うことが必要となる。管理会計とは、そのような組織成員の適切な動

機づけ、また、適切な意思決定を行うための会計情報の仕組みをいかに設計・運用するかを学ぶ学問である。それらについて、

テキストの輪読並びにインゼミ準備・報告を通じて、学び、また、管理会計技法はどのように設計・運用・改善されるべきかをチー

ム・メンバーとともに考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

3. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、インゼミのテーマ発表 

4. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

5. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、小テスト 

6. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

7. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

8. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

9. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、小テスト 

10. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、 

11. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

12. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、インゼミ中間報告 

13. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

14. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

15. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

16. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

17. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

18. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

19. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、インゼミ中間報告 

20. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

21. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

22. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

23. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

24. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

25. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読、インゼミ中間報告 

26. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

27. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

28. 原価計算・管理会計に関するテキストの輪読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

インゼミ報告に向けて、4－6 名チームでのテーマ決め、資料収集・読解、各チーム・メンバーで学んだことを 1 つの報告としてまと

めるという準備は、授業時間以外に行う。また、輪読テキストの内容については、適宜小テストを行うので、報告者以外も予復習

をしっかり行うこと。管理会計論 1・2 の受講を必須とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業参加度(30%)/報告・質疑応答の質、議論への参加(50%)/理解度チェック(20%) 

半期のうち、2 回を超える欠席は、正当な理由がない限り不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 清水孝・長谷川惠一・奥村雅史、2004、『入門原価計算第 2版』、中央経済社 

上記は 2 年次春学期に用いるテキストです。2 次年次秋学期以降の管理会計のテキストは追ってお伝えします。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡本清・廣本敏郎編、2016、『検定簿記講義 2 級工業簿記』、中央経済社 

2. 清水孝、2014、『現場で使える原価計算』、中央経済社 

3. 山本浩二・小倉昇・尾畑裕・小菅正伸・中村博之編著、2016、『スタンダードテキスト管理会計論第 2 版』、中央経済社 

4. 谷武幸、2013、『エッセンシャル管理会計第 3 版』、中央経済社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主に土日に開催する年 3 回程度のインゼミ、その他の行事の出席も必須である。チームでのインゼミ準備も責任を持って取り組

むこと。自身が一人で考えたり実行できることには限りがあるので、是非各自の分担をしっかり調べ上げたうえでの意見交換、お

互いの良い点を出し合い弱みは補い合い、良い研究成果に結びつける醍醐味を味わって下さい。それを経た暁には、自然と実

力や自信がついていることを実感できるでしょう。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX677 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
最新アメリカ経済と世界-ポピュリズムの時代を展望する- 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ポピュリズム」の象徴とされるトランプ大統領のもと，アメリカでは対内政策，対外政策ともに動揺が見られる。不透明さを増す「ト

ランプ時代」のアメリカ経済の光と影，世界経済への影響を総合的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

他大学とのジョイントゼミ，企業訪問，ゼミキャリア教育，夏期研修（ゼミで相談して決定。北米、アジア等海外実施事例もかなりあ

ります）。アメリカ経済，国際経済の学習の他に，アメリカ産業・企業を中心に，比較研究を行うこともあります。研究と実体験を通

じて，時代に適合した，主体的に生きるための多面的能力の獲得を目指します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス 

2. 世界経済の基礎１ 

3. 世界経済の基礎２ 

4. 世界経済の基礎３ 

5. 世界経済の基礎４ 

6. アメリカ経済の動向１ 

7. アメリカ経済の動向２ 

8. アメリカ経済の動向３ 

9. アメリカ経済の動向４ 

10. ディベート指導（ジョイントゼミ準備） 

11. ディベート指導（ジョイントゼミ準備） 

12. ジョイントゼミ 

13. 企業訪問等 

14. ゼミキャリア教育 

15. 開講ガイダンス 

16. グローバル経済の新段階１ 

17. グローバル経済の新段階２ 

18. グローバル経済の新段階３ 

19. グローバル経済の新段階４ 

20. アメリカ経済の構造変化１ 

21. アメリカ経済の構造変化２ 

22. アメリカ経済の構造変化３ 

23. アメリカ経済の構造変化４ 

24. ディベート指導（ジョイントゼミ準備） 

25. ディベート指導（ジョイントゼミ準備） 

26. ジョイントゼミ 

27. 企業訪問等 

28. ゼミキャリア教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回にむけて必要な準備作業を，チーム毎に行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ジョイントゼミ，企業訪問におけるプレゼンテーション内容などゼミ活動全般(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤木剛康、2012 年、『アメリカ政治経済論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN978-4623062102) 

2. 櫻井公人, 板木雅彦, 中本悟, 石田修(編)、2010 年、『現代世界経済をとらえる Ver.5』、東洋経済新報社 (ISBN:978-
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4492443668) 

3. 河音琢郎, 藤木剛康、2016年、『オバマ政権の経済政策』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623077939) 

毎回真剣勝負でゼミに臨んでください。 

 

参考文献（Readings） 

毎回教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX678 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
最新アメリカ経済と世界-ポピュリズムの時代を展望する- 

担当者名 

（Instructor） 
山縣 宏之(YAMAGATA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ポピュリズム」の象徴とされるトランプ大統領のもと，アメリカでは対内政策，対外政策ともに動揺が見られる。不透明さを増す「ト

ランプ時代」のアメリカ経済の光と影，世界経済への影響を総合的に理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

他大学とのジョイントゼミ，企業訪問，ゼミキャリア教育，夏期研修（ゼミで相談して決定。北米、アジア等海外実施事例もかなりあ

ります）。アメリカ経済，国際経済の学習の他に，アメリカ産業・企業を中心に，比較研究を行うこともあります。研究と実体験を通

じて，時代に適合した，主体的に生きるための多面的能力の獲得を目指します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス 

2. 世界経済の基礎１ 

3. 世界経済の基礎２ 

4. 世界経済の基礎３ 

5. 世界経済の基礎４ 

6. アメリカ経済の動向１ 

7. アメリカ経済の動向２ 

8. アメリカ経済の動向３ 

9. アメリカ経済の動向４ 

10. ディベート指導（ジョイントゼミ準備） 

11. ディベート指導（ジョイントゼミ準備） 

12. ジョイントゼミ 

13. 企業訪問等 

14. ゼミキャリア教育 

15. 開講ガイダンス 

16. グローバル経済の新段階１ 

17. グローバル経済の新段階２ 

18. グローバル経済の新段階３ 

19. グローバル経済の新段階４ 

20. アメリカ経済の構造変化１ 

21. アメリカ経済の構造変化２ 

22. アメリカ経済の構造変化３ 

23. アメリカ経済の構造変化４ 

24. ディベート指導（ジョイントゼミ準備） 

25. ディベート指導（ジョイントゼミ準備） 

26. ジョイントゼミ 

27. 企業訪問等 

28. ゼミキャリア教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回にむけて必要な準備作業を，チーム毎に行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ジョイントゼミ，企業訪問におけるプレゼンテーション内容などゼミ活動全般(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤木剛康、2012 年、『アメリカ政治経済論』、ミネルヴァ書房 (ISBN:ISBN978-4623062102) 

2. 櫻井公人, 板木雅彦, 中本悟, 石田修(編)、2010 年、『現代世界経済をとらえる Ver.5』、東洋経済新報社 (ISBN:978-
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4492443668) 

3. 河音琢郎, 藤木剛康、2016年、『オバマ政権の経済政策』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623077939) 

毎回真剣勝負でゼミに臨んでください。 

 

参考文献（Readings） 

毎回教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX684 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信用理論の研究 

担当者名 

（Instructor） 
大友 敏明(OTOMO TOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本を含む世界経済を貨幣・信用制度の観点から分析し，他者に説明できる能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の資本主義経済を金融の側面から理解します。貨幣や信用制度を理論的および歴史的に，そして制度論的にも考察しま

す。ゼミの活動は 3 つに分かれます。第 1 は，金融の基礎的な文献を輪読します。基礎的な学習はもっとも大事にしています。第

2 は，課題研究です。毎年，年間テーマを設け，そのテーマのもとに 2，3 年次生は自分でテーマを設定し，調べ，報告します。繰

り返し報告することで，自分の問題関心が浮かび上がってきます。また議論を通じて自分が鍛えられてくるのがわかります。第 3

は，卒業論文の作成です。4 年次生は自分の考えをまとめることが大事です。ゼミは大学のなかの居場所です。この場所を拠点

にして自分を磨き，自分を高めてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書報告と討論 1 

3. 輪読書報告と討論 2 

4. 輪読書報告と討論 3 

5. 輪読書報告と討論 4 

6. 輪読書報告と討論 5 

7. 輪読書報告と討論 6 

8. 課題研究報告と討論 1 

9. 課題研究報告と討論 2 

10. 課題研究報告と討論 3 

11. 課題研究報告と討論 4 

12. 課題研究報告と討論 5 

13. 課題研究報告と討論 6 

14. 課題研究報告と討論 7 

15. 秋学期イントロダクション 

16. 課題研究報告と討論 1 

17. 課題研究報告と討論 2 

18. 課題研究報告と討論 3 

19. 課題研究報告と討論 4 

20. 課題研究報告と討論 5 

21. 課題研究報告と討論 6 

22. 課題研究報告と討論 7 

23. 課題研究報告と討論 8 

24. 課題研究報告・卒業論文報告と討論 1 

25. 課題研究報告・卒業論文報告と討論 2 

26. 課題研究報告・卒業論文報告と討論 3 

27. 課題研究報告・卒業論文報告と討論 4 

28. 年度総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読および課題研究の報告者は必ずレジュメを作成する必要があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッション(40%)/プレゼンテーション(30%)/ゼミ論文(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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未定 

 

参考文献（Readings） 

未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX685 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信用理論の研究 

担当者名 

（Instructor） 
大友 敏明(OTOMO TOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本を含む世界経済を貨幣・信用制度の観点から分析し，他者に説明できる能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の資本主義経済を金融の側面から理解します。貨幣や信用制度を理論的および歴史的に，そして制度論的にも考察しま

す。ゼミの活動は 3 つに分かれます。第 1 は，金融の基礎的な文献を輪読します。基礎的な学習はもっとも大事にしています。第

2 は，課題研究です。毎年，年間テーマを設け，そのテーマのもとに 2，3 年次生は自分でテーマを設定し，調べ，報告します。繰

り返し報告することで，自分の問題関心が浮かび上がってきます。また議論を通じて自分が鍛えられてくるのがわかります。第 3

は，卒業論文の作成です。4 年次生は自分の考えをまとめることが大事です。ゼミは大学のなかの居場所です。この場所を拠点

にして自分を磨き，自分を高めてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書報告と討論 1 

3. 輪読書報告と討論 2 

4. 輪読書報告と討論 3 

5. 輪読書報告と討論 4 

6. 輪読書報告と討論 5 

7. 輪読書報告と討論 6 

8. 課題研究報告と討論 1 

9. 課題研究報告と討論 2 

10. 課題研究報告と討論 3 

11. 課題研究報告と討論 4 

12. 課題研究報告と討論 5 

13. 課題研究報告と討論 6 

14. 課題研究報告と討論 7 

15. 秋学期イントロダクション 

16. 課題研究報告と討論 1 

17. 課題研究報告と討論 2 

18. 課題研究報告と討論 3 

19. 課題研究報告と討論 4 

20. 課題研究報告と討論 5 

21. 課題研究報告と討論 6 

22. 課題研究報告と討論 7 

23. 課題研究報告と討論 8 

24. 課題研究報告・卒業論文報告と討論 1 

25. 課題研究報告・卒業論文報告と討論 2 

26. 課題研究報告・卒業論文報告と討論 3 

27. 課題研究報告・卒業論文報告と討論 4 

28. 年度総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読および課題研究の報告者は必ずレジュメを作成する必要があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ディスカッション(40%)/プレゼンテーション(30%)/ゼミ論文(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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未定 

 

参考文献（Readings） 

未定 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX687 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代経済研究 

担当者名 

（Instructor） 
池田 毅(IKEDA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学の理論的思考・考え方を訓練し，その現実への応用を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学の理論は学生諸君にとって不人気な分野の一つである。とはいえ，理論とは平たく言えば，ものの見方・考え方の体系化

の一つに過ぎない。現実の経済に関する知識を断片的に積み重ねてみても，その情報量は膨大でおよそ学生諸君個人では処

理できないようなものであろう。そうした複雑な現実に対して，ある程度の一貫した見通しを与え，体系化された考え方を提供する

のが理論の役割の一つである。学生諸君が経済理論を学ぶべき理由は，まさにこうした体系的な思考を身につけることそのもの

にある。 

このゼミでは以上の問題意識を持ちつつ，経済理論やその応用を論じたテキストを輪読し，担当者による報告と全員での討論を

おこなう。 

なお上記に加えて，ここ数年は証券ゼミナール大会への参加など，ゼミ生同士のグループ活動も大部を占めるようになっている。

これらのグループ作業にも積極的に関わる姿勢・意欲のある学生を求めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書報告＆討論 1 

3. 輪読書報告＆討論 2 

4. 輪読書報告＆討論 3 

5. 輪読書報告＆討論 4 

6. グループ論文作成作業 1 

7. グループ論文作成作業 2 

8. グループ論文作成作業 3 

9. グループ論文作成作業 4 

10. グループ論文中間報告＆討論 1 

11. グループ論文中間報告＆討論 2 

12. グループ論文中間報告＆討論 3 

13. グループ論文中間報告＆討論 4 

14. 春学期総括 

15. 秋学期イントロダクション 

16. グループ論文最終稿完成作業 1 

17. グループ論文最終稿完成作業 2 

18. グループ論文最終稿完成作業 3 

19. グループ論文最終稿完成作業 4 

20. グループ・ディスカッション 1 

21. グループ・ディスカッション 2 

22. グループ・ディスカッション 3 

23. グループ・ディスカッション 4 

24. グループ論文最終報告＆質疑応答 1 

25. グループ論文最終報告＆質疑応答 2 

26. グループ論文最終報告＆質疑応答 3 

27. グループ論文最終報告＆質疑応答 4 

28. 年度総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半の輪読書については各自，あらかじめ精読して授業に臨むこと。 

グループ論文の作成に入った後は，各自，十分な事前準備・事後改善のもと作業に臨むこと。 

なお例年，夏季休業中にグループ論文作成のためのゼミ合宿を行っている。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/討論(30%)/ゼミ論文(2～3 年生はグループ論文，4 年生は卒業論文)に対する評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。これまでの輪読書等については下のゼミ HP を参照のこと。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ikedazemi/ 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX688 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代経済研究 

担当者名 

（Instructor） 
池田 毅(IKEDA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学の理論的思考・考え方を訓練し，その現実への応用を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学の理論は学生諸君にとって不人気な分野の一つである。とはいえ，理論とは平たく言えば，ものの見方・考え方の体系化

の一つに過ぎない。現実の経済に関する知識を断片的に積み重ねてみても，その情報量は膨大でおよそ学生諸君個人では処

理できないようなものであろう。そうした複雑な現実に対して，ある程度の一貫した見通しを与え，体系化された考え方を提供する

のが理論の役割の一つである。学生諸君が経済理論を学ぶべき理由は，まさにこうした体系的な思考を身につけることそのもの

にある。 

このゼミでは以上の問題意識を持ちつつ，経済理論やその応用を論じたテキストを輪読し，担当者による報告と全員での討論を

おこなう。 

なお上記に加えて，ここ数年は証券ゼミナール大会への参加など，ゼミ生同士のグループ活動も大部を占めるようになっている。

これらのグループ作業にも積極的に関わる姿勢・意欲のある学生を求めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. 輪読書報告＆討論 1 

3. 輪読書報告＆討論 2 

4. 輪読書報告＆討論 3 

5. 輪読書報告＆討論 4 

6. グループ論文作成作業 1 

7. グループ論文作成作業 2 

8. グループ論文作成作業 3 

9. グループ論文作成作業 4 

10. グループ論文中間報告＆討論 1 

11. グループ論文中間報告＆討論 2 

12. グループ論文中間報告＆討論 3 

13. グループ論文中間報告＆討論 4 

14. 春学期総括 

15. 秋学期イントロダクション 

16. グループ論文最終稿完成作業 1 

17. グループ論文最終稿完成作業 2 

18. グループ論文最終稿完成作業 3 

19. グループ論文最終稿完成作業 4 

20. グループ・ディスカッション 1 

21. グループ・ディスカッション 2 

22. グループ・ディスカッション 3 

23. グループ・ディスカッション 4 

24. グループ論文最終報告＆質疑応答 1 

25. グループ論文最終報告＆質疑応答 2 

26. グループ論文最終報告＆質疑応答 3 

27. グループ論文最終報告＆質疑応答 4 

28. 年度総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半の輪読書については各自，あらかじめ精読して授業に臨むこと。 

グループ論文の作成に入った後は，各自，十分な事前準備・事後改善のもと作業に臨むこと。 

なお例年，夏季休業中にグループ論文作成のためのゼミ合宿を行っている。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(20%)/討論(30%)/ゼミ論文(2～3 年生はグループ論文，4 年生は卒業論文)に対する評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示する。これまでの輪読書等については下のゼミ HP を参照のこと。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ikedazemi/ 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX691 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融危機の歴史と中央銀行 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学の歴史はまた，金融危機に人類がどう直面してきたかという歴史と重なる。偉大な経済学者たちはまた，多くの場合，偉大

な金融理論家でもあったからである。本年度のゼミナールは，中央銀行（Central Banking）とは何かを考える出発点であり続けて

きた W.バジョットの『ロンバード街』（1873）を輪読し，金融危機の歴史と中央銀行理論とのかかわりを考える土台を身に着けるこ

とを目標とする（春学期）。秋学期には，さらに進んだ金融危機の歴史の考察に取り組む。こうした作業を通じて，ゼミ生には，経

済学の歴史がなかば金融危機の歴史とともに歩んできた理由を理解してもらいたいと思う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期には W.バジョットの名著『ロンバード街』の輪読を行なう。夏合宿ではそれを受けてより新しい専門書を集中的に読了す

る。基本的に，輪読は，ゼミ生をグループに分けた報告（プレゼンテーション）形式で行われる。秋学期には，ゼミ生の希望も聞き

ながら研究対象を選択する。他大学との対抗ゼミナールも実施予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（自己紹介，ゼミのグループ分け，『ロンバード街』と金融危機の歴史についての教員からの話など） 

2. 『ロンバード街』の輪読・報告 

3. 『ロンバード街』の輪読・報告 

4. 『ロンバード街』の輪読・報告 

5. 『ロンバード街』の輪読・報告 

6. 『ロンバード街』の輪読・報告 

7. 『ロンバード街』の輪読・報告 

8. 『ロンバード街』の輪読・報告 

9. 『ロンバード街』の輪読・報告 

10. 『ロンバード街』の輪読・報告 

11. 『ロンバード街』の輪読・報告 

12. 前期研究のまとめ報告１ 

13. 前期研究のまとめ報告２ 

14. 前期研究のまとめ報告３ 

15. 研究報告 

16. 研究報告 

17. 研究報告 

18. 研究報告 

19. 研究報告 

20. 研究報告 

21. 研究報告 

22. 研究報告 

23. 研究報告 

24. 研究報告 

25. 研究報告 

26. 2018 年度研究のまとめ報告１ 

27. 2018 年度研究のまとめ報告２ 

28. 2018 年度研究のまとめ報告３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『ロンバード街』の中に出てくる経済学者たち，また具体的な出来事について，報告グループは主体的に調査し，その結果をゼミ

ナールでのプレゼンにおいて還元すること。また，ゼミナール中になお残った疑問点を整理し，翌週のゼミナール中にそうした疑

問点が解決できるような仕方を工夫すること。後付けの一層の研究を歓迎する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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ゼミナールの出席・報告・討論参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. バジョット、2011 年、『ロンバード街』、日経 BP社 (ISBN:978-4-8222-4830-7) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献はゼミナール中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏合宿を実施する予定（それ以外の合宿については学生と相談）。また他大学との対抗ゼミを実施する予定です。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX692 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融危機の歴史と中央銀行 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 有史(SATO YUJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学の歴史はまた，金融危機に人類がどう直面してきたかという歴史と重なる。偉大な経済学者たちはまた，多くの場合，偉大

な金融理論家でもあったからである。本年度のゼミナールは，中央銀行（Central Banking）とは何かを考える出発点であり続けて

きた W.バジョットの『ロンバード街』（1873）を輪読し，金融危機の歴史と中央銀行理論とのかかわりを考える土台を身に着けるこ

とを目標とする（春学期）。秋学期には，さらに進んだ金融危機の歴史の考察に取り組む。こうした作業を通じて，ゼミ生には，経

済学の歴史がなかば金融危機の歴史とともに歩んできた理由を理解してもらいたいと思う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期には W.バジョットの名著『ロンバード街』の輪読を行なう。夏合宿ではそれを受けてより新しい専門書を集中的に読了す

る。基本的に，輪読は，ゼミ生をグループに分けた報告（プレゼンテーション）形式で行われる。秋学期には，ゼミ生の希望も聞き

ながら研究対象を選択する。他大学との対抗ゼミナールも実施予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（自己紹介，ゼミのグループ分け，『ロンバード街』と金融危機の歴史についての教員からの話など） 

2. 『ロンバード街』の輪読・報告 

3. 『ロンバード街』の輪読・報告 

4. 『ロンバード街』の輪読・報告 

5. 『ロンバード街』の輪読・報告 

6. 『ロンバード街』の輪読・報告 

7. 『ロンバード街』の輪読・報告 

8. 『ロンバード街』の輪読・報告 

9. 『ロンバード街』の輪読・報告 

10. 『ロンバード街』の輪読・報告 

11. 『ロンバード街』の輪読・報告 

12. 前期研究のまとめ報告１ 

13. 前期研究のまとめ報告２ 

14. 前期研究のまとめ報告３ 

15. 研究報告 

16. 研究報告 

17. 研究報告 

18. 研究報告 

19. 研究報告 

20. 研究報告 

21. 研究報告 

22. 研究報告 

23. 研究報告 

24. 研究報告 

25. 研究報告 

26. 2018 年度研究のまとめ報告１ 

27. 2018 年度研究のまとめ報告２ 

28. 2018 年度研究のまとめ報告３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『ロンバード街』の中に出てくる経済学者たち，また具体的な出来事について，報告グループは主体的に調査し，その結果をゼミ

ナールでのプレゼンにおいて還元すること。また，ゼミナール中になお残った疑問点を整理し，翌週のゼミナール中にそうした疑

問点が解決できるような仕方を工夫すること。後付けの一層の研究を歓迎する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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ゼミナールの出席・報告・討論参加(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. バジョット、2011 年、『ロンバード街』、日経 BP社 (ISBN:978-4-8222-4830-7) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献はゼミナール中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏合宿を実施する予定（それ以外の合宿については学生と相談）。また他大学との対抗ゼミを実施する予定です。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済理論の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学の基本的な考え方を習得し、歴史的背景や理論構造について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学の歴史的発展に気を配り、経済学の理論構造を、古典をつうじて学習。各自で興味のあるテーマについて、ゼミ論を準備

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自の紹介。経済学の考え方について 

2. 経済学の歴史的な発展過程について。ギリシャからローマ、中世まで。 

3. 経済学の誕生１．重商主義 

4. 経済学の誕生 2．フランスの経済学 

5. 経済学の誕生 3．カンティロン 

6. 経済科学の生成１．ケネー, 再生産の理論、A 

7. 経済科学の生成２．ケネーと重農学派 

8. 近代の経済学１．チユルゴ、経済発展と資本の理論、A 

9. 近代の経済学２. チユルゴ、土地の理論、B 

10. 古典派経済学 1．アダム・スミス、A 『道徳感情論』 

11. 古典派経済学 2．アダム・スミス、B 『国富論』 

12. 古典派経済学 3．リカードウの経済学、価値と分配の理論、A 

13. 古典派経済学 4．リカードウの経済学、貿易理論、B 

14. 古典派の理論構造 

15. 限界革命について 

16. ワルラスの経済学１ 

17. ワルラスの経済学２ 

18. ミクロ経済学の学習。家計の理論１ 

19. 家計の理論 2 

20. 企業の理論１ 

21. 企業の理論２ 

22. 市場の理論、均衡化メカニズム 

23. パレート最適と交換の利益、ボックスダイアグラムによる証明 

24. 市場の不完全性について 

25. ケインズと『一般理論』 

26. マクロ経済学の基礎、乗数理論と貨幣市場 

27. IS-LM 図式とマンデルフレミングモデル 

28. 動学理論に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

サブゼミナールで、授業の補完をしてもらう。他大学とのインターゼミを目指す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

５月のレポート(10%)/６月のレポート(10%)/7 月のレポート(10%)/10 月のレポート、夏休み宿題(10%)/11 月のレポート(10%)/12 月

のレポート(10%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チユルゴ、1962、『チユルゴ著作集』、岩波書店 

2. カンティロン、1992、『商業試論』、名古屋大学出版会 

3. アダムスミス、2014、『国富論』、日経新聞 
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4. 金子邦彦、2016、『エレメンタル現代経済学』、晃洋書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済理論の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 龍三(KUROKI RYUUZOU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済学の基本的な考え方を習得し、歴史的背景や理論構造について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

経済学の歴史的発展に気を配り、経済学の理論構造を、古典をつうじて学習。各自で興味のあるテーマについて、ゼミ論を準備

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自の紹介。経済学の考え方について 

2. 経済学の歴史的な発展過程について。ギリシャからローマ、中世まで。 

3. 経済学の誕生１．重商主義 

4. 経済学の誕生 2．フランスの経済学 

5. 経済学の誕生 3．カンティロン 

6. 経済科学の生成１．ケネー, 再生産の理論、A 

7. 経済科学の生成２．ケネーと重農学派 

8. 近代の経済学１．チユルゴ、経済発展と資本の理論、A 

9. 近代の経済学２. チユルゴ、土地の理論、B 

10. 古典派経済学 1．アダム・スミス、A 『道徳感情論』 

11. 古典派経済学 2．アダム・スミス、B 『国富論』 

12. 古典派経済学 3．リカードウの経済学、価値と分配の理論、A 

13. 古典派経済学 4．リカードウの経済学、貿易理論、B 

14. 古典派の理論構造 

15. 限界革命について 

16. ワルラスの経済学１ 

17. ワルラスの経済学２ 

18. ミクロ経済学の学習。家計の理論１ 

19. 家計の理論 2 

20. 企業の理論１ 

21. 企業の理論２ 

22. 市場の理論、均衡化メカニズム 

23. パレート最適と交換の利益、ボックスダイアグラムによる証明 

24. 市場の不完全性について 

25. ケインズと『一般理論』 

26. マクロ経済学の基礎、乗数理論と貨幣市場 

27. IS-LM 図式とマンデルフレミングモデル 

28. 動学理論に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

サブゼミナールで、授業の補完をしてもらう。他大学とのインターゼミを目指す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

５月のレポート(10%)/６月のレポート(10%)/7 月のレポート(10%)/10 月のレポート、夏休み宿題(10%)/11 月のレポート(10%)/12 月

のレポート(10%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. チユルゴ、1962、『チユルゴ著作集』、岩波書店 

2. カンティロン、1992、『商業試論』、名古屋大学出版会 

3. アダムスミス、2014、『国富論』、日経新聞 
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4. 金子邦彦、2016、『エレメンタル現代経済学』、晃洋書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアをめぐる諸問題の理論的・実践的研究 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 光樹(FUKASAWA MITSUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジアをめぐる諸問題（政治，経済，社会，文化など）に対する理論的研究と社会貢献できる共同研究を通して，創造力， 行動

力，企画力， 批判力，協調性などを身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

郭ゼミではアジアの経済開発を中心に研究しながら，それと関連した環境問題，軍事問題，人権問題，企業のグローバル化問

題，さらには日本の対アジア政策，アメリカの世界（アジア）経済における影響などの研究などに取り組んでいます。秋学期には

その具体的取り組みとして共同研究を行います。 

 また各種団体と共同で様々な取り組みを行うことがあります（毎年３月の第１土曜日には「としまモノづくりメッセ」で東京信用金

庫と共同で「子供体験教室」を実施。２０１７年度は熊本の企業と共同で「職人オリンピック」を開催しました（小学生 120 人参加）。 

 アジアは世界で最もダイナミックな経済パフォーマンスを見せています。それには，いい面（経済成長等）もあれば，悪い面（環

境破壊，人権抑圧、軍事大国化等）もあります。それら多面的な顔を持つアジアを正しく理解することが，日本はもちろん， 世界

を正しく理解することにつながります。 

 郭ゼミでは,「学生による新たな挑戦」をモットーにいろいろな共同研究を手掛けています。特に,日本とアジアの架け橋の実践を

意識した共同研究を通して,実社会に対して目に見える貢献をすることを目指します。 

 郭ゼミでは在ゼミ中に，創造力，行動力，協調性，企画力，批判力等が身につきます。それらの能力を持って，社会で大いに羽

ばたいて下さい。 

 学生生活の 3 年間（または 2年間）、学問・共同研究に没頭できるのが郭ゼミです。そこには自らの潜在能力を開花させるツー

ルが至る所にあります。学生諸君の積極的な参加を待っています。そして一生の友を作って下さい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献輪読１ 

3. 文献輪読２ 

4. 文献輪読３ 

5. 文献輪読４ 

6. 文献輪読５ 

7. 文献輪読６ 

8. 文献輪読７ 

9. 文献輪読８ 

10. 文献輪読９ 

11. 文献輪読１０ 

12. 文献輪読１１ 

13. 文献輪読１２ 

14. 春学期纏め 

15. 共同研究テーマ設定 

16. 共同研究１ 

17. 共同研究２ 

18. 共同研究３ 

19. 共同研究４ 

20. 共同研究５ 

21. 共同研究６ 

22. 共同研究７ 

23. 共同研究８ 

24. 共同研究９ 

25. 共同研究１０ 

26. 共同研究１１ 

27. 共同研究成果発表 

28. 秋学期纏め 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは予め予習してくること。サブゼミあり。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/ゼミ中の発言(30%)/レポート(4 年生は卒論)(30%) 

その他ゼミ合宿、OB・OG 会、卒業論文発表会など各種行事も公式行事なので、無断欠席は認めません。 

 

テキスト（Textbooks） 

2018 年 3 月中に提示する 

 

参考文献（Readings） 

1. 郭洋春、2016 年、『国家戦略特区の正体』、集英社 

2. 郭洋春、2013 年、『TPP すぐそこに迫る亡国の罠』、三交社 

3. 郭洋春、2011 年、『現代アジア経済論』、法律文化社 

4. 郭洋春、2010 年、『開発経済学』、法律文化社 

5. 郭洋春編著、2013 年、『開発リスクの政治経済学』、文眞堂 

6. 郭洋春・角田収編著、2014 年、『中国市場と日中台ビジネスアライアンス』、文眞堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミは他の科目のように、単位だけで考えるのではなく、自らの人間形成、将来にわたる人間関係づくりなどの観点から選んで下

さい。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX708 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアをめぐる諸問題の理論的・実践的研究 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 光樹(FUKASAWA MITSUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジアをめぐる諸問題（政治，経済，社会，文化など）に対する理論的研究と社会貢献できる共同研究を通して，創造力， 行動

力，企画力， 批判力，協調性などを身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

郭ゼミではアジアの経済開発を中心に研究しながら，それと関連した環境問題，軍事問題，人権問題，企業のグローバル化問

題，さらには日本の対アジア政策，アメリカの世界（アジア）経済における影響などの研究などに取り組んでいます。秋学期には

その具体的取り組みとして共同研究を行います。 

 また各種団体と共同で様々な取り組みを行うことがあります（毎年３月の第１土曜日には「としまモノづくりメッセ」で東京信用金

庫と共同で「子供体験教室」を実施。２０１７年度は熊本の企業と共同で「職人オリンピック」を開催しました（小学生 120 人参加）。 

 アジアは世界で最もダイナミックな経済パフォーマンスを見せています。それには，いい面（経済成長等）もあれば，悪い面（環

境破壊，人権抑圧、軍事大国化等）もあります。それら多面的な顔を持つアジアを正しく理解することが，日本はもちろん， 世界

を正しく理解することにつながります。 

 郭ゼミでは,「学生による新たな挑戦」をモットーにいろいろな共同研究を手掛けています。特に,日本とアジアの架け橋の実践を

意識した共同研究を通して,実社会に対して目に見える貢献をすることを目指します。 

 郭ゼミでは在ゼミ中に，創造力，行動力，協調性，企画力，批判力等が身につきます。それらの能力を持って，社会で大いに羽

ばたいて下さい。 

 学生生活の 3 年間（または 2年間）、学問・共同研究に没頭できるのが郭ゼミです。そこには自らの潜在能力を開花させるツー

ルが至る所にあります。学生諸君の積極的な参加を待っています。そして一生の友を作って下さい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献輪読１ 

3. 文献輪読２ 

4. 文献輪読３ 

5. 文献輪読４ 

6. 文献輪読５ 

7. 文献輪読６ 

8. 文献輪読７ 

9. 文献輪読８ 

10. 文献輪読９ 

11. 文献輪読１０ 

12. 文献輪読１１ 

13. 文献輪読１２ 

14. 春学期纏め 

15. 共同研究テーマ設定 

16. 共同研究１ 

17. 共同研究２ 

18. 共同研究３ 

19. 共同研究４ 

20. 共同研究５ 

21. 共同研究６ 

22. 共同研究７ 

23. 共同研究８ 

24. 共同研究９ 

25. 共同研究１０ 

26. 共同研究１１ 

27. 共同研究成果発表 

28. 秋学期纏め 
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授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは予め予習してくること。サブゼミあり。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/ゼミ中の発言(30%)/レポート(4 年生は卒論)(30%) 

その他ゼミ合宿、OB・OG 会、卒業論文発表会など各種行事も公式行事なので、無断欠席は認めません。 

 

テキスト（Textbooks） 

2018 年 3 月中に提示する 

 

参考文献（Readings） 

1. 郭洋春、2016 年、『国家戦略特区の正体』、集英社 

2. 郭洋春、2013 年、『TPP すぐそこに迫る亡国の罠』、三交社 

3. 郭洋春、2011 年、『現代アジア経済論』、法律文化社 

4. 郭洋春、2010 年、『開発経済学』、法律文化社 

5. 郭洋春編著、2013 年、『開発リスクの政治経済学』、文眞堂 

6. 郭洋春・角田収編著、2014 年、『中国市場と日中台ビジネスアライアンス』、文眞堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミは他の科目のように、単位だけで考えるのではなく、自らの人間形成、将来にわたる人間関係づくりなどの観点から選んで下

さい。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX711 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学からみる現代の社会問題 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会経済学の理論的基礎を身につけ，現代の社会問題について批判的に思考する力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ゼミの柱は，社会経済学の理論的著作の輪読と，社会経済学の理論的基礎をふまえたうえでの現代の社会問題の検討になり

ます。 

 社会経済学（political economy）とは，エコノミクス（いわゆる「近代経済学」）とは方法論を異にし，経済システムを歴史的かつ総

体的に把握することを特徴とする経済学の潮流のことです。代表的なのは，カール・マルクスの『資本論』であり，それを継承して

形成されたマルクス経済学です。 

 ゼミのもう一つの柱である現代の社会問題の検討の方は，格差・貧困問題，労働問題，環境問題などの具体的な社会問題，あ

るいは新自由主義論などの社会問題の理論的分析について扱います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会問題についての輪読 

3. 社会問題についての輪読 

4. 社会問題についての輪読 

5. 社会問題についての輪読 

6. まとめ 

7. 社会経済学の基礎文献の輪読 

8. 社会経済学の基礎文献の輪読 

9. 社会経済学の基礎文献の輪読 

10. まとめ 

11. 輪読と報告 

12. 輪読と報告 

13. 輪読と報告 

14. まとめ 

15. 輪読と報告 

16. 輪読と報告 

17. 輪読と報告 

18. 輪読と報告 

19. 輪読と報告 

20. 輪読と報告 

21. 輪読と報告 

22. 輪読と報告 

23. 輪読と報告 

24. 輪読と報告 

25. 輪読と報告 

26. 輪読と報告 

27. 輪読と報告 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読テキストの予習。発表の準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/報告(30%)/発言(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木隆治、『カール・マルクス』、ちくま新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX712 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会経済学からみる現代の社会問題 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 隆治(SASAKI RYUJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会経済学の理論的基礎を身につけ，現代の社会問題について批判的に思考する力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ゼミの柱は，社会経済学の理論的著作の輪読と，社会経済学の理論的基礎をふまえたうえでの現代の社会問題の検討になり

ます。 

 社会経済学（political economy）とは，エコノミクス（いわゆる「近代経済学」）とは方法論を異にし，経済システムを歴史的かつ総

体的に把握することを特徴とする経済学の潮流のことです。代表的なのは，カール・マルクスの『資本論』であり，それを継承して

形成されたマルクス経済学です。 

 ゼミのもう一つの柱である現代の社会問題の検討の方は，格差・貧困問題，労働問題，環境問題などの具体的な社会問題，あ

るいは新自由主義論などの社会問題の理論的分析について扱います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会問題についての輪読 

3. 社会問題についての輪読 

4. 社会問題についての輪読 

5. 社会問題についての輪読 

6. まとめ 

7. 社会経済学の基礎文献の輪読 

8. 社会経済学の基礎文献の輪読 

9. 社会経済学の基礎文献の輪読 

10. まとめ 

11. 輪読と報告 

12. 輪読と報告 

13. 輪読と報告 

14. まとめ 

15. 輪読と報告 

16. 輪読と報告 

17. 輪読と報告 

18. 輪読と報告 

19. 輪読と報告 

20. 輪読と報告 

21. 輪読と報告 

22. 輪読と報告 

23. 輪読と報告 

24. 輪読と報告 

25. 輪読と報告 

26. 輪読と報告 

27. 輪読と報告 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

輪読テキストの予習。発表の準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/報告(30%)/発言(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木隆治、『カール・マルクス』、ちくま新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX717 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代アジア経済の歴史的展開について学び、因果関係を把握する力を伸ばすとともに、多様性を認識する力を伸ばすことを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

考察対象地域は日本・韓国・中国・台湾といった東アジアを中心とし、戦前・戦時については「欧米諸国による開港」、「帝国主義と

植民地」など、戦後については「冷戦体制と経済援助」、「開発主義と経済成長」などといったテーマについて学ぶ。以上に関連す

る資料・文献を読んで正確に理解し、ゼミ生が自ら考え、自分の言葉で話し、文章を書けるようになることを目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期ガイダンス 

2. アジア経済史の基本文献を読む（１） 

3. アジア経済史の基本文献を読む（２） 

4. アジア経済史の基本文献を読む（３） 

5. アジア経済史の基本文献を読む（４） 

6. アジア経済史の基本文献を読む（５） 

7. 地域別グループ・プレゼンテーション（１） 

8. 地域別グループ・プレゼンテーション（２） 

9. 地域別グループ・プレゼンテーション（３） 

10. アジア経済史の主要文献を読む（１） 

11. アジア経済史の主要文献を読む（２） 

12. アジア経済史の主要文献を読む（３） 

13. アジア経済史の主要文献を読む（４） 

14. 春学期の総括的議論 

15. 秋学期ガイダンス 

16. アジア経済史の主要論点（１） 

17. アジア経済史の主要論点（２） 

18. アジア経済史の主要論点（３） 

19. アジア経済史の主要論点（４） 

20. アジア経済史の主要論点（５） 

21. テーマ別グループ・プレゼンテーション（１） 

22. テーマ別グループ・プレゼンテーション（２） 

23. テーマ別グループ・プレゼンテーション（３） 

24. 個人研究報告（１） 

25. 個人研究報告（２） 

26. 個人研究報告（３） 

27. 個人研究報告（４） 

28. 秋学期の総括的議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回テキストやテーマについて、各自・グループで学習したうえで参加し、議論に貢献できるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ゼミナールで適宜指示する。  
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX718 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代アジア経済の歴史的展開について学び、因果関係を把握する力を伸ばすとともに、多様性を認識する力を伸ばすことを目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

考察対象地域は日本・韓国・中国・台湾といった東アジアを中心とし、戦前・戦時については「欧米諸国による開港」、「帝国主義と

植民地」など、戦後については「冷戦体制と経済援助」、「開発主義と経済成長」などといったテーマについて学ぶ。以上に関連す

る資料・文献を読んで正確に理解し、ゼミ生が自ら考え、自分の言葉で話し、文章を書けるようになることを目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期ガイダンス 

2. アジア経済史の基本文献を読む（１） 

3. アジア経済史の基本文献を読む（２） 

4. アジア経済史の基本文献を読む（３） 

5. アジア経済史の基本文献を読む（４） 

6. アジア経済史の基本文献を読む（５） 

7. 地域別グループ・プレゼンテーション（１） 

8. 地域別グループ・プレゼンテーション（２） 

9. 地域別グループ・プレゼンテーション（３） 

10. アジア経済史の主要文献を読む（１） 

11. アジア経済史の主要文献を読む（２） 

12. アジア経済史の主要文献を読む（３） 

13. アジア経済史の主要文献を読む（４） 

14. 春学期の総括的議論 

15. 秋学期ガイダンス 

16. アジア経済史の主要論点（１） 

17. アジア経済史の主要論点（２） 

18. アジア経済史の主要論点（３） 

19. アジア経済史の主要論点（４） 

20. アジア経済史の主要論点（５） 

21. テーマ別グループ・プレゼンテーション（１） 

22. テーマ別グループ・プレゼンテーション（２） 

23. テーマ別グループ・プレゼンテーション（３） 

24. 個人研究報告（１） 

25. 個人研究報告（２） 

26. 個人研究報告（３） 

27. 個人研究報告（４） 

28. 秋学期の総括的議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回テキストやテーマについて、各自・グループで学習したうえで参加し、議論に貢献できるようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

ゼミナールで適宜指示する。  
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本型産業システムの研究 

担当者名 

（Instructor） 
名和 隆央(NAWA TAKAO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の産業の基礎知識を学んだうえで，自分が関心を持つ産業を調べ，分析し，討論することで，自分なりの考えをまとめて発

表できることを，目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代における技術発展は，資本主義的生産の生産力を飛躍的に高めるとともに，社会制度や自然環境との間にさまざまな問題

を生み出している。このような産業技術の発展と企業組織・人間社会とのかかわりを多面的に考えてゆくのが，本ゼミナールの基

本的課題である。日本的生産システムの効率性はなにによってもたらされたのか，そこにはどのような問題があるのか，系列など

の企業間関係はどのようになっているのか， グローバル化のなかで組織改革はどのように行なわれるべきなのか，などについ

て検討する。ただ授業に出席しているだけではなく，積極的に参加できる学生を期待している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス１ 

2. ガイダンス２ 

3. 日本経済の現状１ 

4. 日本経済の現状２ 

5. 日本経済の現状３ 

6. 日本経済の現状４ 

7. 日本経済の現状５ 

8. 日本経済の現状６ 

9. 日本の企業組織１ 

10. 日本の企業組織２ 

11. 日本の企業組織３ 

12. 日本の企業組織４ 

13. 日本の企業組織５ 

14. 日本の企業組織６ 

15. 春学期レポートの報告・討論１ 

16. 春学期レポートの報告・討論２ 

17. 日本の産業組織１ 

18. 日本の産業組織２ 

19. 日本の産業組織３ 

20. 日本の産業組織４ 

21. 日本の産業組織５ 

22. 日本の産業組織６ 

23. 最終レポートの報告・討論１ 

24. 最終レポートの報告・討論２ 

25. 最終レポートの報告・討論３ 

26. 最終レポートの報告・討論４ 

27. 最終レポートの報告・討論５ 

28. 最終レポートの報告・討論６ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは必ず予習して、質問事項を考えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での報告と討論への参加(60%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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未定 

授業時に学生と話し合って決める。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

原価計算論の研究 

 Study on Cost Accounting 

担当者名 

（Instructor） 
内野 一樹(UCHINO KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 原価計算（Cost Accounting）の理論と計算構造をみんなで学ぶことを通して，会計についての知識はもとより，集団活動のマナ

－やコミュニケーション能力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 価値の多様化に伴って，商品（製品）を売ることが難しくなっています。その一方で，行列のできる店や予約待ちの商品があるこ

とも事実です。この違いはいったいどこから来るのでしょうか。本ゼミでは，商品の価値の源である原価（元価）を研究の対象とし

ています。原価を収集・処理・伝達する行為が原価計算であり，きわめて人間的な行為であるといえます。 

 3 年間のゼミ活動の柱は，グループ作業と卒業論文の作成です。2・3 年次には，グループ作業の中で，商品を企画し販売し，

決算書（併せてグループ論文）を作ります。その準備として，工業簿記･原価計算についての基本文献を輪読して，発表を行ない

ます。4 年次には，各自の研究課題を卒業論文に纏めます。また，ゼミの時間内に教室の外に出て，知識を強固なものにする機

会（企業施設･工場の見学等）を設けています。 

 ゼミ活動の企画・運営にあたっては，ゼミ生の自主性が尊重されます。ゼミは，教師の与えるものを受動的に学ぶ場ではないか

らです。ゼミは，みんなで考え，自由闊達に意見を交わすことのできる場であることが望ましい。そのためにも，人間的には和や

かな雰囲気をまず何よりも大切にしたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. PC 実習 

3. 輪読＆プレゼンテーション 1 

4. 輪読＆プレゼンテーション 2 

5. 輪読＆プレゼンテーション 3 

6. 輪読＆ディスカッション 1 

7. 輪読＆ディスカッション 2 

8. 輪読＆ディスカッション 3 

9. グループ作業 1 

10. グループ作業 2 

11. グループ作業 3 

12. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）作成準備 1 

13. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）作成準備 2 

14. 春学期総括（論文テーマ報告） 

15. 秋学期イントロダクション 

16. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）進捗報告 1 

17. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）進捗報告 2 

18. グループ作業 1 

19. グループ作業 2 

20. グループ作業 3 

21. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）中間報告 1 

22. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）中間報告 2 

23. グループ作業 1 

24. グループ作業 2 

25. グループ作業 3 

26. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）最終報告 1 

27. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）最終報告 2 

28. 年度総括（次年度準備） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，前回までの演習内容を確認し，復習しておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(出席およびコメント)(40%)/レジュメ作成・プレゼンテーション(30%)/最終報告(2・3 年生はグループ論文,4

年生は卒業論文)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

未定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷重勝・内野一樹、2011 年、『社会化の会計』、創成社 (ISBN:ISBN978-4-7944-1428-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修登録完了時にメーリングリストを作成し，指示します。 

会計分野のゼミですから，1 年次に簿記 1･2 を必ず修得しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

原価計算論の研究 

 Study on Cost Accounting 

担当者名 

（Instructor） 
内野 一樹(UCHINO KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 原価計算（Cost Accounting）の理論と計算構造をみんなで学ぶことを通して，会計についての知識はもとより，集団活動のマナ

－やコミュニケーション能力を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 価値の多様化に伴って，商品（製品）を売ることが難しくなっています。その一方で，行列のできる店や予約待ちの商品があるこ

とも事実です。この違いはいったいどこから来るのでしょうか。本ゼミでは，商品の価値の源である原価（元価）を研究の対象とし

ています。原価を収集・処理・伝達する行為が原価計算であり，きわめて人間的な行為であるといえます。 

 3 年間のゼミ活動の柱は，グループ作業と卒業論文の作成です。2・3 年次には，グループ作業の中で，商品を企画し販売し，

決算書（併せてグループ論文）を作ります。その準備として，工業簿記･原価計算についての基本文献を輪読して，発表を行ない

ます。4 年次には，各自の研究課題を卒業論文に纏めます。また，ゼミの時間内に教室の外に出て，知識を強固なものにする機

会（企業施設･工場の見学等）を設けています。 

 ゼミ活動の企画・運営にあたっては，ゼミ生の自主性が尊重されます。ゼミは，教師の与えるものを受動的に学ぶ場ではないか

らです。ゼミは，みんなで考え，自由闊達に意見を交わすことのできる場であることが望ましい。そのためにも，人間的には和や

かな雰囲気をまず何よりも大切にしたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 春学期イントロダクション 

2. PC 実習 

3. 輪読＆プレゼンテーション 1 

4. 輪読＆プレゼンテーション 2 

5. 輪読＆プレゼンテーション 3 

6. 輪読＆ディスカッション 1 

7. 輪読＆ディスカッション 2 

8. 輪読＆ディスカッション 3 

9. グループ作業 1 

10. グループ作業 2 

11. グループ作業 3 

12. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）作成準備 1 

13. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）作成準備 2 

14. 春学期総括（論文テーマ報告） 

15. 秋学期イントロダクション 

16. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）進捗報告 1 

17. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）進捗報告 2 

18. グループ作業 1 

19. グループ作業 2 

20. グループ作業 3 

21. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）中間報告 1 

22. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）中間報告 2 

23. グループ作業 1 

24. グループ作業 2 

25. グループ作業 3 

26. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）最終報告 1 

27. グループ論文(2・3 年)/卒論（4年）最終報告 2 

28. 年度総括（次年度準備） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，前回までの演習内容を確認し，復習しておくこと。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的な参加(出席およびコメント)(40%)/レジュメ作成・プレゼンテーション(30%)/最終報告(2・3 年生はグループ論文,4

年生は卒業論文)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

未定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 熊谷重勝・内野一樹、2011 年、『社会化の会計』、創成社 (ISBN:ISBN978-4-7944-1428-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修登録完了時にメーリングリストを作成し，指示します。 

会計分野のゼミですから，1 年次に簿記 1･2 を必ず修得しておくこと。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX728 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融・経済に関する研究 

担当者名 

（Instructor） 
山口 義行(YAMAGUCHI YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融その他経済事象についての分析を通して，「時代」を認識する能力を養う 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 グループに分かれて研究・発表を行い，年度末には共同研究の成果を論文にする 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グループ分け，研究テーマの設定を行う 

2. 「ゼミ活動で何を学ぶか」を卒業生から学ぶ 

3. 「ゼミ活動が社会に出てどう役立つか」を社会人から学ぶ 

4. 「ゼミ活動が社会に出てどう役立つか」を社会人から学ぶ 

5. 第 1 グループによる第 1 回の報告と討論 

6. 第 2 グループによる第 1 回の報告と討論 

7. 第 3 グループによる第 1 回の報告と討論 

8. 第 4 グループによる第 1 回の報告と討論 

9. 第 1 グループによる第 2 回の報告と討論 

10. 第 2 グループによる第 2 回の報告と討論 

11. 第 3 グループによる第 2 回の報告と討論 

12. 第 4 グループによる第 2 回の報告と討論 

13. 春学期の研究活動に関する総括 

14. 夏合宿に向けての研究計画の発表 

15. 第 1 グループによる第 3 回の報告と討論 

16. 第 2 グループによる第 3 回の報告と討論 

17. 第 3 グループによる第 3 回の報告と討論 

18. 第 4 グループによる第 3 回の報告と討論 

19. 第 1 グループによる第 4 回の報告と討論 

20. 第 2 グループによる第 4 回の報告と討論 

21. 第 3 グループによる第 4 回の報告と討論 

22. 第 4 グループによる第 4 回の報告と討論 

23. 第 1 グループによる論文作成の方針発表と討論 

24. 第 2 グループによる論文作成の方針発表と討論 

25. 第 3 グループによる論文作成の方針と討論 

26. 第 4 グループによる論文作成の方針と討論 

27. 第 1・第 2グループによる論文発表と討論 

28. 第 3・第 4グループによる論文発表と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミでの発表や論文作成に向けた研究 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの共同研究への貢献度で評価。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

研究発表型であるため，テキストはない 

 

参考文献（Readings） 

研究内容に応じて，自ら参考になる論文や書籍を探すこと。そのこと自体が研究活動 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済学で現代経済を分析する 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代経済学の基礎を理解し，現代経済学を分析する力を得る。また，筋道の通った思考に基づく議論，プレゼンテーションや論文

作成を通じて，論理的に考え，また自分の考えを他者に伝える能力を磨く。こうした能力は，学生時代のみならず一生にわたって

必要なものである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ケインズ経済学および行動経済学の基礎を学ぶ。一方で，白書や各種統計，報告書などを通じて，経済の現所を知る作業を行

う。 

人間の行動の合理性に全面的に依拠し，自由競争によって最適な均衡が得られると主張する正統派の経済学に対して疑問を投

げかけ，その限界を超えようとする試みを取り上げる。現代の経済政策の基礎にある経済学の考え方を知り，その妥当性を問い

直すというのがテーマである。 

具体的なテーマについては，受講生との相談のうえ修正，調整を行うことがある。 

輪読，グループワーク，ディスカッション，ゼミ論文の作成が活動の中心である。 

ゼミ共通のテーマの研究に加え，2～3 年生は幅広い読書を通じて，自らの研究テーマを設定し，研究を進める。4 年生はその研

究を発展させて，卒業論文を執筆する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 現代経済学の基礎 1 

3. 現代経済学の基礎 2 

4. 現代経済学の基礎 3 

5. 現代経済学の基礎 4 

6. 現代経済学の基礎 5 

7. 現代経済学の基礎 6 

8. 現代経済学の基礎 7 

9. 現代経済学の基礎 8 

10. 現代経済学の基礎 9 

11. 現代経済学の基礎 10 

12. 現代経済学の応用 1 

13. 現代経済学の応用 2 

14. 現代経済学の応用 3 

15. 現代経済学の応用 4 

16. 現代経済学の応用 5 

17. 現代経済学の応用 6 

18. 現代経済学の応用 7 

19. 現代経済学の応用 8 

20. 現代経済学の応用 9 

21. 現代経済学の応用 10 

22. 現代経済学と現代社会 1 

23. 現代経済学と現代社会 2 

24. 現代経済学と現代社会 3 

25. 現代経済学と現代社会 4 

26. 現代経済学と現代社会 5 

27. 現代経済学と現代社会 6 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは事前に何度も熟読し，内容を十分に理解しておくこと。不明点や問題点については，あらかじめ Blackboard などを用い
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て十分に議論しておく。 

ゼミナール以外に学生主導のサブゼミナールを行う場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

２～３年次は発表，発言などのゼミナールでの貢献(90%)/提出物(10%) 

４年生はゼミナールでの活動(50%)/卒業論文（50%） 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. J.M.Keynes、1995 年、『貨幣，利子および雇用の一般理論』、東洋経済新報社 

2. 筒井他、2017 年、『行動経済学入門』、東洋経済新報社 

これ以外の参考書については適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/grp/fujiwarazemi/ Blackboard も利用する。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経済学で現代経済を分析する 

担当者名 

（Instructor） 
藤原 新(FUJIWARA ARATA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代経済学の基礎を理解し，現代経済学を分析する力を得る。また，筋道の通った思考に基づく議論，プレゼンテーションや論文

作成を通じて，論理的に考え，また自分の考えを他者に伝える能力を磨く。こうした能力は，学生時代のみならず一生にわたって

必要なものである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ケインズ経済学および行動経済学の基礎を学ぶ。一方で，白書や各種統計，報告書などを通じて，経済の現所を知る作業を行

う。 

人間の行動の合理性に全面的に依拠し，自由競争によって最適な均衡が得られると主張する正統派の経済学に対して疑問を投

げかけ，その限界を超えようとする試みを取り上げる。現代の経済政策の基礎にある経済学の考え方を知り，その妥当性を問い

直すというのがテーマである。 

具体的なテーマについては，受講生との相談のうえ修正，調整を行うことがある。 

輪読，グループワーク，ディスカッション，ゼミ論文の作成が活動の中心である。 

ゼミ共通のテーマの研究に加え，2～3 年生は幅広い読書を通じて，自らの研究テーマを設定し，研究を進める。4 年生はその研

究を発展させて，卒業論文を執筆する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 現代経済学の基礎 1 

3. 現代経済学の基礎 2 

4. 現代経済学の基礎 3 

5. 現代経済学の基礎 4 

6. 現代経済学の基礎 5 

7. 現代経済学の基礎 6 

8. 現代経済学の基礎 7 

9. 現代経済学の基礎 8 

10. 現代経済学の基礎 9 

11. 現代経済学の基礎 10 

12. 現代経済学の応用 1 

13. 現代経済学の応用 2 

14. 現代経済学の応用 3 

15. 現代経済学の応用 4 

16. 現代経済学の応用 5 

17. 現代経済学の応用 6 

18. 現代経済学の応用 7 

19. 現代経済学の応用 8 

20. 現代経済学の応用 9 

21. 現代経済学の応用 10 

22. 現代経済学と現代社会 1 

23. 現代経済学と現代社会 2 

24. 現代経済学と現代社会 3 

25. 現代経済学と現代社会 4 

26. 現代経済学と現代社会 5 

27. 現代経済学と現代社会 6 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは事前に何度も熟読し，内容を十分に理解しておくこと。不明点や問題点については，あらかじめ Blackboard などを用い
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て十分に議論しておく。 

ゼミナール以外に学生主導のサブゼミナールを行う場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

２～３年次は発表，発言などのゼミナールでの貢献(90%)/提出物(10%) 

４年生はゼミナールでの活動(50%)/卒業論文（50%） 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. J.M.Keynes、1995 年、『貨幣，利子および雇用の一般理論』、東洋経済新報社 

2. 筒井他、2017 年、『行動経済学入門』、東洋経済新報社 

これ以外の参考書については適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.rikkyo.ne.jp/grp/fujiwarazemi/ Blackboard も利用する。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX734 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際社会保障―グローバル化時代の社会保障の役割と持続可能性 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 隆(SUGANUMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化、少子高齢化、財政問題を視野にいれて、社会保障制度改革・雇用制度改革をめぐる論点について深く考察する。

ディベートを通じて調査能力・思考力・対話力・協調性を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 このゼミは多くの回でディベートを行う。社会保障と雇用問題は政策論的・政治的な論争が行われており，その問題点と論点を

理解する方法としてディベートは効果的である。また，ディベートというグループ学習によりコミュニケーション能力を高めることが

できる。 

 医療保障（健康保険），所得保障（年金，雇用保険，生活保護など），介護保障（介護保険，家族援助） 、雇用問題・雇用制度改

革などの社会政策の論争点を取り上げる。人口構成の高齢化と出生率の低下，経済社会の変化，グローバル競争に対応して日

本の社会保障制度は改革を迫られている。社会保障制度と密接な関係にあった雇用慣行（日本的労使関係）も行き詰まりを呈

し、雇用制度改革が大きな争点になっている。これらの問題を考察する際に、成熟した福祉国家であるヨーロッパ諸国と高齢化の

最先端を進む日本の比較は様々な知見を得ることができる。特に，担当教員が専門とするデンマーク・スウェーデンなど北欧諸

国との比較を重視する。また、中国・韓国・台湾などの東アジア諸国も社会保障制度が整備されつつあり、日本と比較可能になっ

ている。社会保障をグローバルな視点で捉え、持続可能で効果的な社会保障制度を展望する。 

 春と夏に合宿を行う。１年次末の春から合宿に参加する。卒業論文の作成は義務とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 医療保障基礎１ 

2. 医療保障基礎２ 

3. 医療保障基礎３ 

4. 医療保障基礎４ 

5. 所得保障基礎１ 

6. 所得保障基礎２ 

7. 所得保障基礎３ 

8. 所得保障基礎４ 

9. 介護保障基礎１ 

10. 介護保障基礎２ 

11. 介護保障基礎３ 

12. 介護保障基礎４ 

13. 雇用政策基礎１ 

14. 雇用政策基礎２ 

15. 医療保障応用１ 

16. 医療保障応用２ 

17. 医療保障応用３ 

18. 医療保障応用４ 

19. 所得保障応用１ 

20. 所得保障応用２ 

21. 所得保障応用３ 

22. 所得保障応用４ 

23. 介護保障応用１ 

24. 介護保障応用２ 

25. 介護保障応用３ 

26. 介護保障応用４ 

27. 雇用政策応用１ 

28. 雇用政策応用２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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予め提示した課題について，グループで事前に調べ，主張を明確にしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発言(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中耕太郎・椋野美智子著、『はじめての社会保障』 (最新版)、有斐閣 

2. 土田武史編、2015、『社会保障論』、成文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ゼミの応募課題はゼミ連のゼミナール説明会の後，菅沼研究室（12 号館 4 階）ドアポストにて配布する。また，オープンゼミでも

配布する。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX735 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際社会保障―グローバル化時代の社会保障の役割と持続可能性 

担当者名 

（Instructor） 
菅沼 隆(SUGANUMA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グローバル化、少子高齢化、財政問題を視野にいれて、社会保障制度改革・雇用制度改革をめぐる論点について深く考察する。

ディベートを通じて調査能力・思考力・対話力・協調性を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 このゼミは多くの回でディベートを行う。社会保障と雇用問題は政策論的・政治的な論争が行われており，その問題点と論点を

理解する方法としてディベートは効果的である。また，ディベートというグループ学習によりコミュニケーション能力を高めることが

できる。 

 医療保障（健康保険），所得保障（年金，雇用保険，生活保護など），介護保障（介護保険，家族援助） 、雇用問題・雇用制度改

革などの社会政策の論争点を取り上げる。人口構成の高齢化と出生率の低下，経済社会の変化，グローバル競争に対応して日

本の社会保障制度は改革を迫られている。社会保障制度と密接な関係にあった雇用慣行（日本的労使関係）も行き詰まりを呈

し、雇用制度改革が大きな争点になっている。これらの問題を考察する際に、成熟した福祉国家であるヨーロッパ諸国と高齢化の

最先端を進む日本の比較は様々な知見を得ることができる。特に，担当教員が専門とするデンマーク・スウェーデンなど北欧諸

国との比較を重視する。また、中国・韓国・台湾などの東アジア諸国も社会保障制度が整備されつつあり、日本と比較可能になっ

ている。社会保障をグローバルな視点で捉え、持続可能で効果的な社会保障制度を展望する。 

 春と夏に合宿を行う。１年次末の春から合宿に参加する。卒業論文の作成は義務とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 医療保障基礎１ 

2. 医療保障基礎２ 

3. 医療保障基礎３ 

4. 医療保障基礎４ 

5. 所得保障基礎１ 

6. 所得保障基礎２ 

7. 所得保障基礎３ 

8. 所得保障基礎４ 

9. 介護保障基礎１ 

10. 介護保障基礎２ 

11. 介護保障基礎３ 

12. 介護保障基礎４ 

13. 雇用政策基礎１ 

14. 雇用政策基礎２ 

15. 医療保障応用１ 

16. 医療保障応用２ 

17. 医療保障応用３ 

18. 医療保障応用４ 

19. 所得保障応用１ 

20. 所得保障応用２ 

21. 所得保障応用３ 

22. 所得保障応用４ 

23. 介護保障応用１ 

24. 介護保障応用２ 

25. 介護保障応用３ 

26. 介護保障応用４ 

27. 雇用政策応用１ 

28. 雇用政策応用２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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予め提示した課題について，グループで事前に調べ，主張を明確にしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の発言(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中耕太郎・椋野美智子著、『はじめての社会保障』 (最新版)、有斐閣 

2. 土田武史編、2015、『社会保障論』、成文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 ゼミの応募課題はゼミ連のゼミナール説明会の後，菅沼研究室（12 号館 4 階）ドアポストにて配布する。また，オープンゼミでも

配布する。 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX747 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代財政の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
池上 岳彦(IKEGAMI TAKEHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現代財政に関する理解を深めるとともに，財政を素材として経済政策の課題を発見・研究して，その成果を発表・議論し，論文

を作成する能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代経済において財政（政府が租税を課して，その財源を用いて公共サービスを行う制度）が果たす役割は大きい。日本は先

進国の中では比較的「小さな政府」を持つが，少子高齢社会における経費増大は不可避である。また，日本では租税負担が軽い

うえに，公共投資と所得減税を繰り返した結果，巨額の公債が累積している。これに対して増税を語る場合，「信頼される政府」を

つくることが前提となる。 

 本ゼミナールでは，まず現代財政に関する基本的文献を講読する。（今年度は主に地方財政について議論する。）そのうえで，

税制，社会保障，公共投資， 公債，予算制度，地方分権，財政投融資，公企業，対外政策，外国財政等の分野について，参加

者が選択したテーマに関する発表と検討を重ねて，論文をまとめる。 

 自分で問題を発見して資料収集や調査・分析を行い，積極的に発表・議論することが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 経費に関する議論－社会保障を中心に（１） 

3. 経費に関する議論－社会保障を中心に（２） 

4. 租税制度に関する議論（１） 

5. 租税制度に関する議論（２） 

6. 公債と財政政策に関する議論 

7. 日本の地方財政に関する議論 

8. 政府間財政関係に関する議論 

9. 地方経費に関する議論 

10. 地方税に関する議論（１） 

11. 地方税に関する議論（２） 

12. 地方交付税に関する議論 

13. 国庫支出金に関する議論 

14. 地方債に関する議論 

15. 中間レポート報告と議論１ 

16. 中間レポート報告と議論２ 

17. 研究報告と議論１ 

18. 研究報告と議論２ 

19. 研究報告と議論３ 

20. 研究報告と議論４ 

21. 研究報告と議論５ 

22. 研究報告と議論６ 

23. 研究報告と議論７ 

24. 研究報告と議論８ 

25. 研究報告と議論９ 

26. 研究報告と議論 10 

27. 研究報告と議論 11 

28. 議論の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までの授業内容復習，各回のテキスト等に関する予習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業（合宿を含む）における報告・議論(50%)/中間レポート(10%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沼尾波子・池上岳彦・木村佳弘・高端正幸、2017 年、『地方財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4641184350) 

 

参考文献（Readings） 

1. 植田和弘・諸富徹編、2016 年、『テキストブック現代財政学』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4641184329) 

2. 池上岳彦編、2015 年、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4641184244) 

3. 金澤史男編、2005 年、『財政学』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4641183209) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX748 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代財政の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
池上 岳彦(IKEGAMI TAKEHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 現代財政に関する理解を深めるとともに，財政を素材として経済政策の課題を発見・研究して，その成果を発表・議論し，論文

を作成する能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代経済において財政（政府が租税を課して，その財源を用いて公共サービスを行う制度）が果たす役割は大きい。日本は先

進国の中では比較的「小さな政府」を持つが，少子高齢社会における経費増大は不可避である。また，日本では租税負担が軽い

うえに，公共投資と所得減税を繰り返した結果，巨額の公債が累積している。これに対して増税を語る場合，「信頼される政府」を

つくることが前提となる。 

 本ゼミナールでは，まず現代財政に関する基本的文献を講読する。（今年度は主に地方財政について議論する。）そのうえで，

税制，社会保障，公共投資， 公債，予算制度，地方分権，財政投融資，公企業，対外政策，外国財政等の分野について，参加

者が選択したテーマに関する発表と検討を重ねて，論文をまとめる。 

 自分で問題を発見して資料収集や調査・分析を行い，積極的に発表・議論することが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 経費に関する議論－社会保障を中心に（１） 

3. 経費に関する議論－社会保障を中心に（２） 

4. 租税制度に関する議論（１） 

5. 租税制度に関する議論（２） 

6. 公債と財政政策に関する議論 

7. 日本の地方財政に関する議論 

8. 政府間財政関係に関する議論 

9. 地方経費に関する議論 

10. 地方税に関する議論（１） 

11. 地方税に関する議論（２） 

12. 地方交付税に関する議論 

13. 国庫支出金に関する議論 

14. 地方債に関する議論 

15. 中間レポート報告と議論１ 

16. 中間レポート報告と議論２ 

17. 研究報告と議論１ 

18. 研究報告と議論２ 

19. 研究報告と議論３ 

20. 研究報告と議論４ 

21. 研究報告と議論５ 

22. 研究報告と議論６ 

23. 研究報告と議論７ 

24. 研究報告と議論８ 

25. 研究報告と議論９ 

26. 研究報告と議論 10 

27. 研究報告と議論 11 

28. 議論の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回までの授業内容復習，各回のテキスト等に関する予習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業（合宿を含む）における報告・議論(50%)/中間レポート(10%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沼尾波子・池上岳彦・木村佳弘・高端正幸、2017 年、『地方財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4641184350) 

 

参考文献（Readings） 

1. 植田和弘・諸富徹編、2016 年、『テキストブック現代財政学』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4641184329) 

2. 池上岳彦編、2015 年、『現代財政を学ぶ』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4641184244) 

3. 金澤史男編、2005 年、『財政学』、有斐閣 (ISBN:ISBN978-4641183209) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX751 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本の産業研究 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の産業が直面している課題や問題点を発見し，ソリューションを提案する能力を養います。そのため，フィールドワークなどに

よる情報収集をおこない，課題解決に必要となる経済学や経営学を学びます。研究成果は，インカレや論文などで発表すること

を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本ゼミでは，いくつかのチームに分かれ，特定の産業に関する分析をおこなう。どの産業を研究するかは，受講者と相談して決

定する。関連する情報を収集すること，情報を整理すること，課題を発見すること，ソリューションを提案することといった各段階で

必要な知識は，担当者が指定する様々な文献を通じて学習する。文献を正確に理解することで，論理的思考力を育成する。 

 本ゼミでは，グループワークを通じた学習を重視している。インカレでのプレゼンテーションやフィールドワークといったゼミ活動

を通じて，コミュニケーション能力や組織運営のノウハウを獲得してもらいたい。こうした能力は，社会で活躍するために必要な能

力のひとつだと考えている。 

 ４年生には，ゼミ活動の集大成として，卒業論文を作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基本文献の輪読（１） 

3. 基本文献の輪読（２） 

4. 基本文献の輪読（３） 

5. 基本文献の輪読（４） 

6. 分析対象とする産業の選択 

7. 分析方法に関する文献の輪読（１） 

8. 分析方法に関する文献の輪読（２） 

9. 分析方法に関する文献の輪読（３） 

10. 分析方法に関する文献の輪読（４） 

11. 研究テーマの設定 

12. グループ研究の中間報告（１） 

13. グループ研究の中間報告（２） 

14. グループ研究の中間報告（３） 

15. 応用文献の輪読（１） 

16. 応用文献の輪読（２） 

17. 応用文献の輪読（３） 

18. 応用文献の輪読（４） 

19. 研究成果発表に向けた準備（１） 

20. 研究成果発表に向けた準備（２） 

21. 研究成果発表に向けた準備（３） 

22. 論文の書き方に関する文献輪読（１） 

23. 論文の書き方に関する文献輪読（２） 

24. 論文の書き方に関する文献輪読（３） 

25. 論文の作成と検討（１） 

26. 論文の作成と検討（２） 

27. 論文の作成と検討（３） 

28. 論文発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究成果を発表するため，図書館や企業への調査，データの入力や分析，パワーポイントの作成，論文の執筆，プレゼンテーシ

ョンの練習など，様々な学習が必要となる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果(50%)/議論への参加(30%)/ゼミ活動への貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者と相談して決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アレックス・オスターワルダーら、2012、『ビジネスモデル・ジェネレーション―ビジネスモデル設計書―』、翔泳社 

(ISBN:4798122971) 

2. 田尾雅夫・若林直樹、2002、『組織調査ガイドブック―調査党宣言』、有斐閣 (ISBN:4641161208) 

3. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法―問いを育てる，仮説をきたえる―』、新曜社 (ISBN:4788507889) 

4. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

5. 久米郁男、2013、『原因を推論する』、有斐閣 (ISBN:4641149070) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://kikuchikou.wixsite.com/kikuchi-wataru 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本の産業研究 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 航(KIKUCHI WATARU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の産業が直面している課題や問題点を発見し，ソリューションを提案する能力を養います。そのため，フィールドワークなどに

よる情報収集をおこない，課題解決に必要となる経済学や経営学を学びます。研究成果は，インカレや論文などで発表すること

を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本ゼミでは，いくつかのチームに分かれ，特定の産業に関する分析をおこなう。どの産業を研究するかは，受講者と相談して決

定する。関連する情報を収集すること，情報を整理すること，課題を発見すること，ソリューションを提案することといった各段階で

必要な知識は，担当者が指定する様々な文献を通じて学習する。文献を正確に理解することで，論理的思考力を育成する。 

 本ゼミでは，グループワークを通じた学習を重視している。インカレでのプレゼンテーションやフィールドワークといったゼミ活動

を通じて，コミュニケーション能力や組織運営のノウハウを獲得してもらいたい。こうした能力は，社会で活躍するために必要な能

力のひとつだと考えている。 

 ４年生には，ゼミ活動の集大成として，卒業論文を作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 基本文献の輪読（１） 

3. 基本文献の輪読（２） 

4. 基本文献の輪読（３） 

5. 基本文献の輪読（４） 

6. 分析対象とする産業の選択 

7. 分析方法に関する文献の輪読（１） 

8. 分析方法に関する文献の輪読（２） 

9. 分析方法に関する文献の輪読（３） 

10. 分析方法に関する文献の輪読（４） 

11. 研究テーマの設定 

12. グループ研究の中間報告（１） 

13. グループ研究の中間報告（２） 

14. グループ研究の中間報告（３） 

15. 応用文献の輪読（１） 

16. 応用文献の輪読（２） 

17. 応用文献の輪読（３） 

18. 応用文献の輪読（４） 

19. 研究成果発表に向けた準備（１） 

20. 研究成果発表に向けた準備（２） 

21. 研究成果発表に向けた準備（３） 

22. 論文の書き方に関する文献輪読（１） 

23. 論文の書き方に関する文献輪読（２） 

24. 論文の書き方に関する文献輪読（３） 

25. 論文の作成と検討（１） 

26. 論文の作成と検討（２） 

27. 論文の作成と検討（３） 

28. 論文発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究成果を発表するため，図書館や企業への調査，データの入力や分析，パワーポイントの作成，論文の執筆，プレゼンテーシ

ョンの練習など，様々な学習が必要となる。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究成果(50%)/議論への参加(30%)/ゼミ活動への貢献(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者と相談して決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アレックス・オスターワルダーら、2012、『ビジネスモデル・ジェネレーション―ビジネスモデル設計書―』、翔泳社 

(ISBN:4798122971) 

2. 田尾雅夫・若林直樹、2002、『組織調査ガイドブック―調査党宣言』、有斐閣 (ISBN:4641161208) 

3. 佐藤郁哉、2002、『フィールドワークの技法―問いを育てる，仮説をきたえる―』、新曜社 (ISBN:4788507889) 

4. 伊丹敬之、2001、『創造的論文の書き方』、有斐閣 (ISBN:4641076499) 

5. 久米郁男、2013、『原因を推論する』、有斐閣 (ISBN:4641149070) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://kikuchikou.wixsite.com/kikuchi-wataru 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX754 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市・環境と地域経済の実証分析 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市における経済活動や地域政策について学ぶ。地域分析と政策の立案ができるようになることを目標に， 統計データ分析及

びフィールド調査を通じて研究及びプレゼンテーション・論文執筆能力を身につける。（社会調査士資格実習科目に指定） 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市では人口や産業・文化が集積することでさまざまな魅力が生まれている反面，集中による交通混雑，居住環境の悪化，自然

災害リスクの集中，地域間の格差等の問題が生じている。本ゼミナールではゼミ全体での具体的な研究課題を設定し，地域の抱

える特徴や問題を明らかにし，都市・地域の持続可能な発展を実現するための方法と課題を検討する。過年度は，下記の活動を

中心に行った。 

１）都市経済学・都市政策の基礎や地域統計・計量経済分析，地理情報システム（GIS)を用いた地域経済に関わる実証研究の技

法を学ぶ。 

２）各個人が新聞記事等からトピックを選択し，背景や課題をまとめてゼミで報告し議論する。 

３）2・3 年生のグループ毎に主題や地域を分担してデータ分析及びフィールド調査を行い論文の作成とプレゼンテーションを行

う。 

４）夏休みに 2 泊 3 日の合宿を行い，地方都市における災害復興や地域交通計画等の取り組みを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，各種分担の決定 

2. トピックス，文献輪読（都市）1 

3. トピックス，文献輪読（都市）2 

4. トピックス，文献輪読（都市）3 

5. トピックス，文献輪読（都市）4 

6. トピックス，文献輪読（都市）5 

7. トピックス，グループ研究の検討・分担 

8. トピックス，文献講読（分析手法）1 

9. トピックス，文献講読（分析手法）2 

10. トピックス，文献講読（分析手法）3 

11. トピックス，文献講読（分析手法）4 

12. トピックス，文献講読（分析手法）5 

13. トピックス，文献講読（分析手法）6 

14. グループ研究中間報告 1 

15. グループ研究中間報告 2，卒論中間報告 1 

16. トピックス，卒論中間報告 2 

17. トピックス，文献ディスカッション 1 

18. トピックス，文献ディスカッション 2 

19. トピックス，文献ディスカッション 3 

20. トピックス，文献ディスカッション 4 

21. グループ研究中間報告 3，卒論中間報告 3 

22. グループ研究中間報告 4，卒論中間報告 4 

23. トピックス，最終論文検討 1 

24. トピックス，最終論文検討 2 

25. トピックス，最終論文検討 3 

26. グループ研究最終報告 1，卒論最終報告 1 

27. グループ研究最終報告 2，卒論最終報告 2 

28. グループ研究最終報告 2，卒論最終報告 3 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分担して行う輪読や研究報告，議論に向けては個人またはグループによる周到な準備を要する。 
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統計情報分析に取り組むため情報処理関連各科目及び統計学・計量経済学を履修済み，あるいは同時に履修することが望まし

い。 

初級ミクロ経済学、都市政策論 1・2 を並行して履修することにより、ミクロ経済学の理論を応用して都市・地域の問題を研究する

準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミナール A:授業への出席と議論への貢献(30%)/プレゼンテーション・報告(40%)/論文(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者と相談して決定。過年度はエンリコ・モレッティ著『『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』 』

ダイヤモンド社 2014 年 ISBN978-4833420822、辻井啓作『なぜ繁栄している商店街は 1％しかないのか』阪急コミュニケーショ

ンズ 2013年 ISBN978-4484-132372 等 

 

参考文献（Readings） 

1. ウリ・ニーズィー、ジョン・リスト、2014 年、『その問題、経済学で解決できます。』、東洋経済新報社 (ISBN:ISBN978-4-492-

31449-4) 

2. エドワード・グレイザー、2012 年、『都市は人類最高の発明である』、NTT出版 (ISBN:ISBN978-4-7571-4279-4) 

3. 中室牧子、津川友介、2017年、『「原因と結果」の経済学 データから真実を見抜く思考法』、ダイヤモンド社 (ISBN:ISBN978-

4-478-03947-2) 

4. 星野匡郎、田中久稔、2016年、『R による実証分析 回帰分析から因果分析へ』、オーム社 (ISBN:ISBN978-4-274-21947-4) 

5. 田島夏与ら編、2014 年、『再生する都市空間と市民参画』、クオン出版 (ISBN:ISBN978-4904855225) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX755 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市・環境と地域経済の実証分析 

担当者名 

（Instructor） 
田島 夏与(TAJIMA KAYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

都市における経済活動や地域政策について学ぶ。地域分析と政策の立案ができるようになることを目標に， 統計データ分析及

びフィールド調査を通じて研究及びプレゼンテーション・論文執筆能力を身につける。（社会調査士資格実習科目に指定） 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市では人口や産業・文化が集積することでさまざまな魅力が生まれている反面，集中による交通混雑，居住環境の悪化，自然

災害リスクの集中，地域間の格差等の問題が生じている。本ゼミナールではゼミ全体での具体的な研究課題を設定し，地域の抱

える特徴や問題を明らかにし，都市・地域の持続可能な発展を実現するための方法と課題を検討する。過年度は，下記の活動を

中心に行った。 

１）都市経済学・都市政策の基礎や地域統計・計量経済分析，地理情報システム（GIS)を用いた地域経済に関わる実証研究の技

法を学ぶ。 

２）各個人が新聞記事等からトピックを選択し，背景や課題をまとめてゼミで報告し議論する。 

３）2・3 年生のグループ毎に主題や地域を分担してデータ分析及びフィールド調査を行い論文の作成とプレゼンテーションを行

う。 

４）夏休みに 2 泊 3 日の合宿を行い，地方都市における災害復興や地域交通計画等の取り組みを学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，各種分担の決定 

2. トピックス，文献輪読（都市）1 

3. トピックス，文献輪読（都市）2 

4. トピックス，文献輪読（都市）3 

5. トピックス，文献輪読（都市）4 

6. トピックス，文献輪読（都市）5 

7. トピックス，グループ研究の検討・分担 

8. トピックス，文献講読（分析手法）1 

9. トピックス，文献講読（分析手法）2 

10. トピックス，文献講読（分析手法）3 

11. トピックス，文献講読（分析手法）4 

12. トピックス，文献講読（分析手法）5 

13. トピックス，文献講読（分析手法）6 

14. グループ研究中間報告 1 

15. グループ研究中間報告 2，卒論中間報告 1 

16. トピックス，卒論中間報告 2 

17. トピックス，文献ディスカッション 1 

18. トピックス，文献ディスカッション 2 

19. トピックス，文献ディスカッション 3 

20. トピックス，文献ディスカッション 4 

21. グループ研究中間報告 3，卒論中間報告 3 

22. グループ研究中間報告 4，卒論中間報告 4 

23. トピックス，最終論文検討 1 

24. トピックス，最終論文検討 2 

25. トピックス，最終論文検討 3 

26. グループ研究最終報告 1，卒論最終報告 1 

27. グループ研究最終報告 2，卒論最終報告 2 

28. グループ研究最終報告 2，卒論最終報告 3 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分担して行う輪読や研究報告，議論に向けては個人またはグループによる周到な準備を要する。 
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統計情報分析に取り組むため情報処理関連各科目及び統計学・計量経済学を履修済み，あるいは同時に履修することが望まし

い。 

初級ミクロ経済学、都市政策論 1・2 を並行して履修することにより、ミクロ経済学の理論を応用して都市・地域の問題を研究する

準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミナール A:授業への出席と議論への貢献(30%)/プレゼンテーション・報告(40%)/論文(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者と相談して決定。過年度はエンリコ・モレッティ著『『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』 』

ダイヤモンド社 2014 年 ISBN978-4833420822、辻井啓作『なぜ繁栄している商店街は 1％しかないのか』阪急コミュニケーショ

ンズ 2013年 ISBN978-4484-132372 等 

 

参考文献（Readings） 

1. ウリ・ニーズィー、ジョン・リスト、2014 年、『その問題、経済学で解決できます。』、東洋経済新報社 (ISBN:ISBN978-4-492-

31449-4) 

2. エドワード・グレイザー、2012 年、『都市は人類最高の発明である』、NTT出版 (ISBN:ISBN978-4-7571-4279-4) 

3. 中室牧子、津川友介、2017年、『「原因と結果」の経済学 データから真実を見抜く思考法』、ダイヤモンド社 (ISBN:ISBN978-

4-478-03947-2) 

4. 星野匡郎、田中久稔、2016年、『R による実証分析 回帰分析から因果分析へ』、オーム社 (ISBN:ISBN978-4-274-21947-4) 

5. 田島夏与ら編、2014 年、『再生する都市空間と市民参画』、クオン出版 (ISBN:ISBN978-4904855225) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税法・税務会計論の研究 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士(SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

簿記・会計学の知識を修得すると共にわが国の法人税法の理論および計算構造について研究します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

二年次には，簿記・会計学に関する基本的な知識を身につけます。具体的な目標として，日商簿記検定二級を取得すると共に全

国大学対抗簿記大会に出場します（2003，2005，2006，2008，2011，2013，2015 年度 全国優勝）。三年次には，共同研究を行い

ます。その成果をオープンゼミにて報告し，懸賞論文への応募により学外にも公表します（2006，2008，2011，2016 年度 納税協

会連合会主催「税に関する論文」奨励賞受賞）。四年次には，研究の集大成として，各自で卒業論文を執筆します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業会計基準改正の経緯 

2. 企業会計基準改正の特徴 

3. IFRS 導入に向けた企業会計の対応 

4. 法人税法上の対応 

5. 収益認識 

6. 工事契約 

7. 固定資産の減損 

8. 無形資産 

9. 投資不動産および関係会社に対する投資 

10. 長期および短期の従業員給付の会計と税務 

11. 引当金 

12. 偶発債務および偶発資産 

13. 金融商品の会計 

14. 外国為替レートの変動の影響 

15. 企業結合とのれん 

16. リース税制 

17. 会計処理の遡及適用と税務 

18. 非上場企業会計 

19. 企業会計基準のコンバージェンスに係る法解釈 

20. 公正処理基準の判定に係る問題 

21. 個別規定の解釈に及ぼす影響 

22. 公正処理基準の変容と別段の定め 

23. 課税所得の基本原則 1 

24. 課税所得の基本原則 2 

25. 課税所得の基本原則 3 

26. 確定決算主義の意義と機能 

27. 損金経理要件 

28. 確定決算主義のあり方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびプレゼンテーション(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本租税研究協会・税務会計研究会、2011 年、『企業会計基準のコンバージェンスと法人税法の対応』、日本租税研究協会 
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参考文献（Readings） 

その都度指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/masashi/sakamotoseminar/sakamotozemi.htm 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX762 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
租税法・税務会計論の研究 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 雅士(SAKAMOTO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

簿記・会計学の知識を修得すると共にわが国の法人税法の理論および計算構造について研究します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

二年次には，簿記・会計学に関する基本的な知識を身につけます。具体的な目標として，日商簿記検定二級を取得すると共に全

国大学対抗簿記大会に出場します（2003，2005，2006，2008，2011，2013，2015 年度 全国優勝）。三年次には，共同研究を行い

ます。その成果をオープンゼミにて報告し，懸賞論文への応募により学外にも公表します（2006，2008，2011，2016 年度 納税協

会連合会主催「税に関する論文」奨励賞受賞）。四年次には，研究の集大成として，各自で卒業論文を執筆します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 企業会計基準改正の経緯 

2. 企業会計基準改正の特徴 

3. IFRS 導入に向けた企業会計の対応 

4. 法人税法上の対応 

5. 収益認識 

6. 工事契約 

7. 固定資産の減損 

8. 無形資産 

9. 投資不動産および関係会社に対する投資 

10. 長期および短期の従業員給付の会計と税務 

11. 引当金 

12. 偶発債務および偶発資産 

13. 金融商品の会計 

14. 外国為替レートの変動の影響 

15. 企業結合とのれん 

16. リース税制 

17. 会計処理の遡及適用と税務 

18. 非上場企業会計 

19. 企業会計基準のコンバージェンスに係る法解釈 

20. 公正処理基準の判定に係る問題 

21. 個別規定の解釈に及ぼす影響 

22. 公正処理基準の変容と別段の定め 

23. 課税所得の基本原則 1 

24. 課税所得の基本原則 2 

25. 課税所得の基本原則 3 

26. 確定決算主義の意義と機能 

27. 損金経理要件 

28. 確定決算主義のあり方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびプレゼンテーション(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 日本租税研究協会・税務会計研究会、2011 年、『企業会計基準のコンバージェンスと法人税法の対応』、日本租税研究協会 
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参考文献（Readings） 

その都度指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/masashi/sakamotoseminar/sakamotozemi.htm 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX767 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
災害に強いまちづくりの比較政治経済学 

担当者名 

（Instructor） 
デウィット，Ａ．(DEWIT,ANDREW) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較政治経済学の基礎概念を学びながら，3.11 後の災害に強いまちづくりのあり方を考える。  

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミにおいて環境・エネルギー政策の比較政治経済学（特に外部性と公的部門の役割）について学習する。2011 年 3 月 11

日に発生した東北地方太平洋沖地震などの災害が世界的に最先端の災害に強いまちづくりパラダイムシフトを引き起こしてい

る。このパラダイムシフトの特徴のうち、災害に強い自立・分散型スマートエネルギーネットワークによる地域や中心街の活性化と

いう恩恵もある。国や地方にとって日本における街のレジリエントなスマート化の財政的インセンティブなどの利点を学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較政治経済学から見た環境・エネルギー危機と機会 

2. 気候変動に対する『緩和』と『適応』 

3. 日本における「レジリエンス」と災害に強いエネルギー 

4. 東京都スマートシティ 

5. 板橋区スマートシティ 

6. 東松島市スマート防災エコタウン 

7. 下川町の森林未来都市 

8. 川崎スマートシティ 

9. 豊田市の「ミライのフツー」 

10. 浜松市スマートシティ 

11. 南相馬市の循環型都市 

12. 宇部市スマートコミュニティ 

13. 京都市環境モデル都市 

14. みやま市スマートコミュニティ 

15. 新潟市田園型環境都市 

16. 弘前市スマートシティ 

17. 柏市次世代環境都市の取り組み 

18. 釜石市スマートコミュニティ 

19. 富山市のコンパクトシティ 

20. 宇都宮市ネットワーク型コンパクトシティ 

21. 堺市の低炭素都市の取り組み 

22. 鳥取市スマート・グリッド・タウン 

23. 飯田市の低炭素街づくり 

24. 赤磐市スマートコミュニティ 

25. 横浜市のスマートシティ 

26. 足利市スマートシティ 

27. 宮古島市の「エコアイランド」 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。関連の記事や書籍を確認すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/プレゼンテーション(40%)/ディスカッション参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木孝夫監修、２０１５年、『スマートコミュニティ vol.5 コンパクトシティ＋ネットワークと地方創生』、時評者 (ISBN:978-4-

88339-219-3) 
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2. 経済産業省、2017 年６月 23日、『スマートコミュニティ 事例集』、資源エネルギー庁 

3. 東京都、２０１６年３月、『スマートコミュニティ構築に向けたガイドライン改訂版（平成２８年３月）』、東京都 

「環境未来都市」構想 

http://future-city.jp 

環境モデル都市・環境未来都市 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/ 

国土強靱化 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/ 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX768 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
災害に強いまちづくりの比較政治経済学 

担当者名 

（Instructor） 
デウィット，Ａ．(DEWIT,ANDREW) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較政治経済学の基礎概念を学びながら，3.11 後の災害に強いまちづくりのあり方を考える。  

 

授業の内容（Course Contents） 

このゼミにおいて環境・エネルギー政策の比較政治経済学（特に外部性と公的部門の役割）について学習する。2011 年 3 月 11

日に発生した東北地方太平洋沖地震などの災害が世界的に最先端の災害に強いまちづくりパラダイムシフトを引き起こしてい

る。このパラダイムシフトの特徴のうち、災害に強い自立・分散型スマートエネルギーネットワークによる地域や中心街の活性化と

いう恩恵もある。国や地方にとって日本における街のレジリエントなスマート化の財政的インセンティブなどの利点を学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較政治経済学から見た環境・エネルギー危機と機会 

2. 気候変動に対する『緩和』と『適応』 

3. 日本における「レジリエンス」と災害に強いエネルギー 

4. 東京都スマートシティ 

5. 板橋区スマートシティ 

6. 東松島市スマート防災エコタウン 

7. 下川町の森林未来都市 

8. 川崎スマートシティ 

9. 豊田市の「ミライのフツー」 

10. 浜松市スマートシティ 

11. 南相馬市の循環型都市 

12. 宇部市スマートコミュニティ 

13. 京都市環境モデル都市 

14. みやま市スマートコミュニティ 

15. 新潟市田園型環境都市 

16. 弘前市スマートシティ 

17. 柏市次世代環境都市の取り組み 

18. 釜石市スマートコミュニティ 

19. 富山市のコンパクトシティ 

20. 宇都宮市ネットワーク型コンパクトシティ 

21. 堺市の低炭素都市の取り組み 

22. 鳥取市スマート・グリッド・タウン 

23. 飯田市の低炭素街づくり 

24. 赤磐市スマートコミュニティ 

25. 横浜市のスマートシティ 

26. 足利市スマートシティ 

27. 宮古島市の「エコアイランド」 

28. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。関連の記事や書籍を確認すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/プレゼンテーション(40%)/ディスカッション参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柏木孝夫監修、２０１５年、『スマートコミュニティ vol.5 コンパクトシティ＋ネットワークと地方創生』、時評者 (ISBN:978-4-

88339-219-3) 
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2. 経済産業省、2017 年６月 23日、『スマートコミュニティ 事例集』、資源エネルギー庁 

3. 東京都、２０１６年３月、『スマートコミュニティ構築に向けたガイドライン改訂版（平成２８年３月）』、東京都 

「環境未来都市」構想 

http://future-city.jp 

環境モデル都市・環境未来都市 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kankyo/ 

国土強靱化 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/ 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

グローバリゼーションと政策対応 

／グローバリゼーションのもたらす諸問題を多次元的に把握し，政策対応を考える。 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報感度を高め，収集した情報を取捨して組み立てなおす編集力，伝達のためのプレゼン能力を身につけること。事前に全体の

筋道を想定して準備し，現場では適宜軌道修正しながら対応できること，すなわち実践的な構想力を身につけることが目標であ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

冷戦の終結と ICT 技術の進展によってグローバリゼーションは 1990 年代に全面開花した。21世紀に入り，これに対する反動と

して幾多のテロ事件や，リーマン・ショックなど金融のメルトダウンも引き起こされている。2016 年英国における EU 離脱を問う国

民投票を皮切りに，自国第一を掲げる政権の登場など，今やグローバリゼーションは反転局面に入った可能性がある。グローバ

リゼーションには，光の面である表側と影の面である裏側がある。政策対応を怠る不作為が続けば，どうなるのか。グローバル政

治経済の転換に対応できる構想力が求められている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個人研究報告１ 

3. 輪読１ 

4. 輪読２ 

5. 輪読３ 

6. 輪読４ 

7. 輪読５ 

8. 輪読６ 

9. 夏のジョイントゼミ準備１ 

10. 夏のジョイントゼミ準備２ 

11. 夏のジョイントゼミ準備３ 

12. 夏のジョイントゼミ準備４ 

13. 夏のジョイントゼミ準備５ 

14. キャリアガイダンス 

15. 秋学期オリエンテーション 

16. 個人研究報告２ 

17. 輪読１ 

18. 輪読２ 

19. 輪読３ 

20. 輪読４ 

21. 冬のジョイントゼミ準備１ 

22. 冬のジョイントゼミ準備２ 

23. 冬のジョイントゼミ準備３ 

24. 冬のジョイントゼミ準備４ 

25. 冬のジョイントゼミ準備５ 

26. キャリアガイダンス 

27. 個人研究報告３ 

28. 個人研究報告４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。 

輪読，個人研究，共同研究とが並行して進むので， それぞれの準備を怠らず，ジョイント・ゼミや卒論にまでつなげること。能動

的な学習が成果を生む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 



 - 493 - 

輪読等での発表(30%)/個人研究レポートまたは卒業研究(30%)/ジョイントゼミ等に向けた共同研究報告(30%)/出席(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マンフレッド・B・スティーガー、2010、『1 冊でわかる 新版グローバリゼーション』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-026904-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. スーザン・ストレンジ、2011、『国家の退場』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-028515-5) 

2. 櫻井・小野塚編、1998、『グローバル化の政治経済学』、晃洋書房 (ISBN:978-4771010246) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学経済学部櫻井ゼミで検索 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX772 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

グローバリゼーションと政策対応 

／グローバリゼーションのもたらす諸問題を多次元的に把握し，政策対応を考える。 

担当者名 

（Instructor） 
櫻井 公人(SAKURAI KIMIHITO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報感度を高め，収集した情報を取捨して組み立てなおす編集力，伝達のためのプレゼン能力を身につけること。事前に全体の

筋道を想定して準備し，現場では適宜軌道修正しながら対応できること，すなわち実践的な構想力を身につけることが目標であ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

冷戦の終結と ICT 技術の進展によってグローバリゼーションは 1990 年代に全面開花した。21世紀に入り，これに対する反動と

して幾多のテロ事件や，リーマン・ショックなど金融のメルトダウンも引き起こされている。2016 年英国における EU 離脱を問う国

民投票を皮切りに，自国第一を掲げる政権の登場など，今やグローバリゼーションは反転局面に入った可能性がある。グローバ

リゼーションには，光の面である表側と影の面である裏側がある。政策対応を怠る不作為が続けば，どうなるのか。グローバル政

治経済の転換に対応できる構想力が求められている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個人研究報告１ 

3. 輪読１ 

4. 輪読２ 

5. 輪読３ 

6. 輪読４ 

7. 輪読５ 

8. 輪読６ 

9. 夏のジョイントゼミ準備１ 

10. 夏のジョイントゼミ準備２ 

11. 夏のジョイントゼミ準備３ 

12. 夏のジョイントゼミ準備４ 

13. 夏のジョイントゼミ準備５ 

14. キャリアガイダンス 

15. 秋学期オリエンテーション 

16. 個人研究報告２ 

17. 輪読１ 

18. 輪読２ 

19. 輪読３ 

20. 輪読４ 

21. 冬のジョイントゼミ準備１ 

22. 冬のジョイントゼミ準備２ 

23. 冬のジョイントゼミ準備３ 

24. 冬のジョイントゼミ準備４ 

25. 冬のジョイントゼミ準備５ 

26. キャリアガイダンス 

27. 個人研究報告３ 

28. 個人研究報告４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，前回までの講義内容を確認し復習しておくこと。 

輪読，個人研究，共同研究とが並行して進むので， それぞれの準備を怠らず，ジョイント・ゼミや卒論にまでつなげること。能動

的な学習が成果を生む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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輪読等での発表(30%)/個人研究レポートまたは卒業研究(30%)/ジョイントゼミ等に向けた共同研究報告(30%)/出席(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マンフレッド・B・スティーガー、2010、『1 冊でわかる 新版グローバリゼーション』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-026904-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. スーザン・ストレンジ、2011、『国家の退場』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-028515-5) 

2. 櫻井・小野塚編、1998、『グローバル化の政治経済学』、晃洋書房 (ISBN:978-4771010246) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

立教大学経済学部櫻井ゼミで検索 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX774 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計と監査 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 会計や監査に関する知識を得ることはもちろん，その知識を活用して，会計という視点から現在の社会や企業について分析し，

議論することで，自ら考える力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本ゼミナールでは，会計という視点から企業や社会について深く考える場を提供します。具体的には， ２年生は簿記演習及び

会計学の初級テキストによって基礎知識を習得し，３年生は，春学期に会計学の中級テキスト（英語）の輪読及び REALによる学

習を行い，秋学期に，卒業論文の作成に向けて，関心のあるテーマについてプレゼンテーションを行います。４年生は，各自の研

究テーマに関する発表・論文の作成を行い，最終的に卒業論文を執筆することになります。 

 この他に書評や英字新聞の記事等の発表，他大学との合同ゼミ・ディベート，懸賞論文への挑戦も行っています。卒業論文の

テーマは，「連結会計」，「国際会計基準」，「監査の期待ギャップ」など，会計や監査に直接関係のあるテーマはもちろんのこと，

それ以外でも，既存の枠組みにとらわれず，個々人の興味や関心に基づいたテーマ設定を重視します。なお，ゼミでは，自らの

意見や疑問について積極的に発言することを求めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（以下は主に２年生の場合） 

2. 英文記事・簿記演習 

3. 英文記事・プレゼンテーション 

4. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

5. 英文記事・書評・簿記演習 

6. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

7. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

8. 英文記事・書評・簿記演習 

9. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

10. 企業等の見学 

11. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

12. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

13. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

14. 英文記事・書評・春学期総括 

15. 英文記事・簿記演習 

16. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

17. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

18. 英文記事・書評・簿記演習 

19. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

20. 英文記事・書評・簿記演習 

21. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

22. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

23. 英文記事・書評・ディベート 

24. 英文記事・書評・ディベート 

25. 英文記事・書評・ディベート 

26. 他大学との合同ゼミ 

27. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

28. 英文記事・書評・振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回，前回までの内容を復習し，質問ができるように予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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プレゼンテーション(40%)/授業期間内の提出物(30%)/質疑応答への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 未定 

 

参考文献（Readings） 

1. 山浦久司、『会計監査論』、中央経済社 

2. 鳥羽至英、『財務諸表監査』、国元書房 

3. 伊藤邦雄、『新・現代会計入門』、日本経済新聞出版社 

4. 斎藤静樹、『企業会計入門』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX775 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
財務会計と監査 

担当者名 

（Instructor） 
小澤 康裕(OZAWA MICHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 会計や監査に関する知識を得ることはもちろん，その知識を活用して，会計という視点から現在の社会や企業について分析し，

議論することで，自ら考える力を養うことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本ゼミナールでは，会計という視点から企業や社会について深く考える場を提供します。具体的には， ２年生は簿記演習及び

会計学の初級テキストによって基礎知識を習得し，３年生は，春学期に会計学の中級テキスト（英語）の輪読及び REALによる学

習を行い，秋学期に，卒業論文の作成に向けて，関心のあるテーマについてプレゼンテーションを行います。４年生は，各自の研

究テーマに関する発表・論文の作成を行い，最終的に卒業論文を執筆することになります。 

 この他に書評や英字新聞の記事等の発表，他大学との合同ゼミ・ディベート，懸賞論文への挑戦も行っています。卒業論文の

テーマは，「連結会計」，「国際会計基準」，「監査の期待ギャップ」など，会計や監査に直接関係のあるテーマはもちろんのこと，

それ以外でも，既存の枠組みにとらわれず，個々人の興味や関心に基づいたテーマ設定を重視します。なお，ゼミでは，自らの

意見や疑問について積極的に発言することを求めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（以下は主に２年生の場合） 

2. 英文記事・簿記演習 

3. 英文記事・プレゼンテーション 

4. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

5. 英文記事・書評・簿記演習 

6. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

7. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

8. 英文記事・書評・簿記演習 

9. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

10. 企業等の見学 

11. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

12. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

13. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

14. 英文記事・書評・春学期総括 

15. 英文記事・簿記演習 

16. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

17. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

18. 英文記事・書評・簿記演習 

19. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

20. 英文記事・書評・簿記演習 

21. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

22. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

23. 英文記事・書評・ディベート 

24. 英文記事・書評・ディベート 

25. 英文記事・書評・ディベート 

26. 他大学との合同ゼミ 

27. 英文記事・書評・プレゼンテーション 

28. 英文記事・書評・振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回，前回までの内容を復習し，質問ができるように予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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プレゼンテーション(40%)/授業期間内の提出物(30%)/質疑応答への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 未定 

 

参考文献（Readings） 

1. 山浦久司、『会計監査論』、中央経済社 

2. 鳥羽至英、『財務諸表監査』、国元書房 

3. 伊藤邦雄、『新・現代会計入門』、日本経済新聞出版社 

4. 斎藤静樹、『企業会計入門』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営と金融証券市場の研究 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 茂(WATANABE SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テーマについて調べる，考える，まとめる，人にわかるように発表する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業経営，株式市場，金融機関，財政などの幅広い分野からテーマを選んで研究するゼミです。イメージがわくように例を挙げて

みると，トヨタ自動車など個別企業研究，コンビニなど業界研究，Ｍ＆Ａ，社会保障と財政赤字，サブプライムローン，金融危機，

新興国の台頭と企業経営，デジタルイノベーションと企業， 地球温暖化問題などいずれもゼミの研究テーマになります。 

学年を超えて先輩に学ぶ，後輩を指導する，チームでまとめる，説得力のあるプレゼンテーションを作成し議論するといった方法

で授業を進めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題発表 1 

2. 課題発表 2 

3. 課題発表 3 

4. ディベート 1 

5. ディベート 2 

6. ディベート 3 

7. 輪読発表 1 

8. 輪読発表 2 

9. 輪読発表 3 

10. 輪読発表 4 

11. 企業研究 1 

12. 企業研究 2 

13. 企業訪問 

14. 春学期まとめ 

15. チーム論文作成 1 

16. チーム論文作成 2 

17. チーム論文作成 3 

18. 論文検討会 1 

19. 論文検討会 2 

20. 論文パワーポイント検討会 

21. 輪読発表 1 

22. 輪読発表 2 

23. 輪読発表 3 

24. 輪読発表 4 

25. 研究発表会 

26. 研究発表会フィードバック 

27. 年間まとめ 

28. ＯＢＯＧを招いた成果発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回課題があるので準備してくること。チームでの準備が多い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加，貢献(40%)/研究成果(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

未定 リーディングアサインメント 4 冊程度 
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参考文献（Readings） 

必要に応じて伝える 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
経営と金融証券市場の研究 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 茂(WATANABE SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テーマについて調べる，考える，まとめる，人にわかるように発表する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

企業経営，株式市場，金融機関，財政などの幅広い分野からテーマを選んで研究するゼミです。イメージがわくように例を挙げて

みると，トヨタ自動車など個別企業研究，コンビニなど業界研究，Ｍ＆Ａ，社会保障と財政赤字，サブプライムローン，金融危機，

新興国の台頭と企業経営，デジタルイノベーションと企業， 地球温暖化問題などいずれもゼミの研究テーマになります。 

学年を超えて先輩に学ぶ，後輩を指導する，チームでまとめる，説得力のあるプレゼンテーションを作成し議論するといった方法

で授業を進めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題発表 1 

2. 課題発表 2 

3. 課題発表 3 

4. ディベート 1 

5. ディベート 2 

6. ディベート 3 

7. 輪読発表 1 

8. 輪読発表 2 

9. 輪読発表 3 

10. 輪読発表 4 

11. 企業研究 1 

12. 企業研究 2 

13. 企業訪問 

14. 春学期まとめ 

15. チーム論文作成 1 

16. チーム論文作成 2 

17. チーム論文作成 3 

18. 論文検討会 1 

19. 論文検討会 2 

20. 論文パワーポイント検討会 

21. 輪読発表 1 

22. 輪読発表 2 

23. 輪読発表 3 

24. 輪読発表 4 

25. 研究発表会 

26. 研究発表会フィードバック 

27. 年間まとめ 

28. ＯＢＯＧを招いた成果発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回課題があるので準備してくること。チームでの準備が多い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加，貢献(40%)/研究成果(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

未定 リーディングアサインメント 4 冊程度 



 - 503 - 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて伝える 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融・証券に関する諸課題の研究 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融や証券の基礎的な知識の習得を通じて、現代の金融・証券の問題に関する理解度を高めていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現在の私たちの生活や企業の経営のあり方は、金融市場や金融機関の影響を強く受けています。例えば、2007 年 8 月から始

まったアメリカの「サブプライムローン」問題は、「証券化」の仕組みを通じて、世界各国の金融機関にリスクを分散させたことで、

国際的な金融危機の状況を作り出してきました。この国際的な金融問題は、アメリカやヨーロッパ諸国の金融機関のあり方や金

融規制の仕組みに変革をもたらす一方で、日本においても、為替レートや株価の変化をもたらしながら、私たちの生活や企業の

経営活動にも大きな影響を与えてきています。 

 このゼミでは、このような現代の金融・証券に関する問題を様々な角度から分析しながら、それが日本経済や企業経営に与える

影響について理解を深めていきます。また、このような現実の問題を観察しながら、それを分析するための様々な金融理論や、

分析手法についても習得し、今後の金融機関はどのような経営戦略や投資行動が望ましいのかということを考えていきます。 

 ゼミの進め方については、基本的には、テキストを輪読しながら、金融・証券の基本的な知識を習得していきます。また、各自の

研究テーマについても考えてもらい、それに関する調査・研究を進めていきます。さらに、全国の学生が集まって 12 月に開催され

る「証券ゼミナール大会」に参加し、そこで他大学の学生との交流を深めながら、論文作成、パワーポイントによるプレゼンテーシ

ョン、ディスカッションの手法を実践的に学んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの進め方についてのガイダンス 

2. 輪読の報告と討論 (1) 

3. 輪読の報告と討論 (2) 

4. 輪読の報告と討論 (3) 

5. 輪読の報告と討論 (4) 

6. 輪読の報告と討論 (5) 

7. 輪読の報告と討論 (6) 

8. 輪読の報告と討論 (7) 

9. 輪読の報告と討論 (8) 

10. グループ論文の作成と討論(1) 

11. グループ論文の作成と討論(2) 

12. グループ論文の作成と討論(3) 

13. グループ論文の作成と討論(4) 

14. グループ論文の作成と討論(5) 

15. グループ論文の作成と討論(6) 

16. グループ論文の作成と討論(7) 

17. グループ論文の作成と討論(8) 

18. パワーポイントによるプレゼンテーション(1) 

19. パワーポイントによるプレゼンテーション(2) 

20. パワーポイントによるプレゼンテーション(3) 

21. パワーポイントによるプレゼンテーション(4) 

22. 各グループ相互のディベート(1) 

23. 各グループ相互のディベート(2) 

24. 各グループ相互のディベート(3) 

25. 各グループ相互のディベート(4) 

26. グループ論文の最終報告および質疑応答(1) 

27. グループ論文の最終報告および質疑応答(2) 

28. ゼミ活動の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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ゼミで輪読するテキストの事前学習と、グループによる論文作成の準備を行う必要があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および討論内容(25%)/論文作成の貢献度(25%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては、最初のゼミのガイダンスの際に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に、適宜、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
金融・証券に関する諸課題の研究 

担当者名 

（Instructor） 
三谷 進(MITANI SUSUMU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

金融や証券の基礎的な知識の習得を通じて、現代の金融・証券の問題に関する理解度を高めていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現在の私たちの生活や企業の経営のあり方は、金融市場や金融機関の影響を強く受けています。例えば、2007 年 8 月から始

まったアメリカの「サブプライムローン」問題は、「証券化」の仕組みを通じて、世界各国の金融機関にリスクを分散させたことで、

国際的な金融危機の状況を作り出してきました。この国際的な金融問題は、アメリカやヨーロッパ諸国の金融機関のあり方や金

融規制の仕組みに変革をもたらす一方で、日本においても、為替レートや株価の変化をもたらしながら、私たちの生活や企業の

経営活動にも大きな影響を与えてきています。 

 このゼミでは、このような現代の金融・証券に関する問題を様々な角度から分析しながら、それが日本経済や企業経営に与える

影響について理解を深めていきます。また、このような現実の問題を観察しながら、それを分析するための様々な金融理論や、

分析手法についても習得し、今後の金融機関はどのような経営戦略や投資行動が望ましいのかということを考えていきます。 

 ゼミの進め方については、基本的には、テキストを輪読しながら、金融・証券の基本的な知識を習得していきます。また、各自の

研究テーマについても考えてもらい、それに関する調査・研究を進めていきます。さらに、全国の学生が集まって 12 月に開催され

る「証券ゼミナール大会」に参加し、そこで他大学の学生との交流を深めながら、論文作成、パワーポイントによるプレゼンテーシ

ョン、ディスカッションの手法を実践的に学んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの進め方についてのガイダンス 

2. 輪読の報告と討論 (1) 

3. 輪読の報告と討論 (2) 

4. 輪読の報告と討論 (3) 

5. 輪読の報告と討論 (4) 

6. 輪読の報告と討論 (5) 

7. 輪読の報告と討論 (6) 

8. 輪読の報告と討論 (7) 

9. 輪読の報告と討論 (8) 

10. グループ論文の作成と討論(1) 

11. グループ論文の作成と討論(2) 

12. グループ論文の作成と討論(3) 

13. グループ論文の作成と討論(4) 

14. グループ論文の作成と討論(5) 

15. グループ論文の作成と討論(6) 

16. グループ論文の作成と討論(7) 

17. グループ論文の作成と討論(8) 

18. パワーポイントによるプレゼンテーション(1) 

19. パワーポイントによるプレゼンテーション(2) 

20. パワーポイントによるプレゼンテーション(3) 

21. パワーポイントによるプレゼンテーション(4) 

22. 各グループ相互のディベート(1) 

23. 各グループ相互のディベート(2) 

24. 各グループ相互のディベート(3) 

25. 各グループ相互のディベート(4) 

26. グループ論文の最終報告および質疑応答(1) 

27. グループ論文の最終報告および質疑応答(2) 

28. ゼミ活動の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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ゼミで輪読するテキストの事前学習と、グループによる論文作成の準備を行う必要があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および討論内容(25%)/論文作成の貢献度(25%)/授業参加度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては、最初のゼミのガイダンスの際に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業の際に、適宜、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ａ 

(Seminar A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ経済の史的分析－とくに「文化」の観点をとり入れる 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの経済と社会の構造を，経済史的観点を中心に考察する。とくに「文化」という要素を踏まえて，それが経済とどのよう

に関連しているのかを解明する。 

チームで研究プロジェクトを遂行する，ゼミ活動を企画する等の運営・実施能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ヨーロッパ経済史と文化」という視点から，自分が研究したいテーマを決めた上で，グループをつくる。 

毎回のゼミは，グループが輪番制で進行・運営します。具体的に何をするのかを立案・企画するのもゼミ生が行うところが特徴で

す（教員はアドバイスをすることで連携・サポートします）。 

 

とくに，以下の 2 点をグループが計画し，実施します。 

1．グループの研究テーマに関連させた演習（グループ・オリジナル演習と名付けています） 

2．研究遂行に必要な方法やスキル，さらに効果的なプレゼンの仕方やプロジェクト運営の仕方等の実践的な演習（メソッド・セミ

ナーと名付けています） 

 

また，全体共通の課題として「グローバル商品研究」というテーマに取り組んでいます（特定の商品・物産について，経済・社会・

文化・歴史・地理等のさまざまな観点から調査を行う）。 

 

＊「ゼミ生主体」を文字通りに徹底します。ゼミを自分たちのアイデアでつくり上げることができる一方，個々の積極的な参加・関

与が必要になります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションとゼミの紹介 

2. 自分の学問的関心の紹介 

グループ分けとテーマ設定 

3. メソッド・セミナー：経済史とはどのような学問か 

グループ・オリジナル演習 

4. メソッド・セミナー：問題設定の仕方 

共通課題調査報告／計画 

5. 論文作成のシミュレーション 

グループ・オリジナル演習 

6. 論文作成のシミュレーション 

フィールドワーク 

7. 論文作成シミュレーション 

共通課題調査中間報告 

8. 研究報告（ポスター発表） 

9. 研究報告（ポスター発表） 

10. 研究報告（ポスター発表） 

11. 研究報告（ポスター発表） 

12. 共通課題調査報告／計画 

グループ・オリジナル演習 

13. 個別研究計画発表 

グループ・オリジナル演習 

14. 共通課題調査中間報告 

個別研究計画発表 

15. メソッド・セミナー：効果的なプレゼンの仕方 

共通課題調査報告／計画 

16. メソッド・セミナー：効果的なプレゼンの仕方 

グループ・オリジナル演習 
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17. メソッド・セミナー：プロジェクト運営の仕方 

グループ・オリジナル演習 

18. グループとして研究をまとめる 

19. グループとして研究をまとめる 

20. グループ研究に関する中間報告 

21. 中間報告の反省と今後の計画 

共通課題調査 

22. 中間報告の反省と今後の計画 

共通課題調査 

23. 成果発表に向けた作業と議論（グループ研究と個別研究の統合） 

24. 成果発表に向けた作業と議論 

共通調査課題報告 

25. 成果発表 

26. 成果発表 

27. 成果発表 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループごとのゼミ演習の企画，教員との相談 

課題（調査や発表準備）を行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ活動への参加（報告・議論・グループワーク）(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示または配布 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示または各自リサーチ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は研究の進展度合いにより変動することもあり得ます 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ゼミナール Ｂ 

(Seminar B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ経済の史的分析－とくに「文化」の観点をとり入れる 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX4020 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
継続履修者は自動登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの経済と社会の構造を，経済史的観点を中心に考察する。とくに「文化」という要素を踏まえて，それが経済とどのよう

に関連しているのかを解明する。 

チームで研究プロジェクトを遂行する，ゼミ活動を企画する等の運営・実施能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ヨーロッパ経済史と文化」という視点から，自分が研究したいテーマを決めた上で，グループをつくる。 

毎回のゼミは，グループが輪番制で進行・運営します。具体的に何をするのかを立案・企画するのもゼミ生が行うところが特徴で

す（教員はアドバイスをすることで連携・サポートします）。 

 

とくに，以下の 2 点をグループが計画し，実施します。 

1．グループの研究テーマに関連させた演習（グループ・オリジナル演習と名付けています） 

2．研究遂行に必要な方法やスキル，さらに効果的なプレゼンの仕方やプロジェクト運営の仕方等の実践的な演習（メソッド・セミ

ナーと名付けています） 

 

また，全体共通の課題として「グローバル商品研究」というテーマに取り組んでいます（特定の商品・物産について，経済・社会・

文化・歴史・地理等のさまざまな観点から調査を行う）。 

 

＊「ゼミ生主体」を文字通りに徹底します。ゼミを自分たちのアイデアでつくり上げることができる一方，個々の積極的な参加・関

与が必要になります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションとゼミの紹介 

2. 自分の学問的関心の紹介 

グループ分けとテーマ設定 

3. メソッド・セミナー：経済史とはどのような学問か 

グループ・オリジナル演習 

4. メソッド・セミナー：問題設定の仕方 

共通課題調査報告／計画 

5. 論文作成のシミュレーション 

グループ・オリジナル演習 

6. 論文作成のシミュレーション 

フィールドワーク 

7. 論文作成シミュレーション 

共通課題調査中間報告 

8. 研究報告（ポスター発表） 

9. 研究報告（ポスター発表） 

10. 研究報告（ポスター発表） 

11. 研究報告（ポスター発表） 

12. 共通課題調査報告／計画 

グループ・オリジナル演習 

13. 個別研究計画発表 

グループ・オリジナル演習 

14. 共通課題調査中間報告 

個別研究計画発表 

15. メソッド・セミナー：効果的なプレゼンの仕方 

共通課題調査報告／計画 

16. メソッド・セミナー：効果的なプレゼンの仕方 

グループ・オリジナル演習 
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17. メソッド・セミナー：プロジェクト運営の仕方 

グループ・オリジナル演習 

18. グループとして研究をまとめる 

19. グループとして研究をまとめる 

20. グループ研究に関する中間報告 

21. 中間報告の反省と今後の計画 

共通課題調査 

22. 中間報告の反省と今後の計画 

共通課題調査 

23. 成果発表に向けた作業と議論（グループ研究と個別研究の統合） 

24. 成果発表に向けた作業と議論 

共通調査課題報告 

25. 成果発表 

26. 成果発表 

27. 成果発表 

28. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループごとのゼミ演習の企画，教員との相談 

課題（調査や発表準備）を行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ活動への参加（報告・議論・グループワーク）(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示または配布 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示または各自リサーチ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は研究の進展度合いにより変動することもあり得ます 

 

注意事項（Notice） 

企業見学等を実施する場合、先方からの求めによって氏名などの個人情報を提供することがあります。 
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■BX801 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX801／日本史 

(Japanese History) 

担当者名 

（Instructor） 
茶谷 誠一(CHADANI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀の日本近現代史を国際関係から通史的に概観していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、大日本帝国時代の日本近現代史について、明治憲法制定による近代国家建設から太平洋戦争での敗戦に至る

過程を概観する。とくに、中国大陸への膨張政策を契機に列強との協調関係を崩壊させ、戦争への道を突き進む 1920 年代から

40 年代の日本の姿を追っていく。日米開戦は本当に不可避であったのか、なぜ日中戦争は解決できなかったのかなどの視点を

強調しながら講義をすすめていく。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、明治憲法体制とは 

2. 東アジア地域秩序の変動（日清戦争） 

3. 日露戦争と日本の帝国主義 

4. 第 1 次大戦後の国際秩序  

5. 政党内閣制の時代（憲政の常道）  

6. 政党政治の腐敗と軍部の台頭  

7. 満州事変 

8. 国際連盟脱退 

9. 日中戦争 1（盧溝橋事件） 

10. 日中戦争 2 （戦争の泥沼化） 

11. 三国同盟締結と枢軸陣営の形成 

12. 日米開戦 

13. アジア・太平洋戦争 

14. ポツダム宣言受諾と敗戦 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習については、下記の参考書などの関連書に目を通しておく。復習は、その週に配布したプリントを見なおし、参考文献欄に記

載した研究書などを読み理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席を含む授業参加度(30%)/コメント(10%) 

出席は毎回とる。無断欠席、遅刻、早退には厳正に対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜、プリントを配布して授業をすすめる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 江口圭一、1991 年、『新版十五年戦争小史』、青木書店 

2. 加藤陽子、2009 年、『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』、朝日出版社 

3. 坂野潤治、2012 年、『日本近代史』、ちくま新書 

4. 古川隆久ほか、2015 年、『「昭和天皇実録」講義』、吉川弘文館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX802 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX802／世界史 

(World History) 

担当者名 

（Instructor） 
芦部 彰(ASHIBE AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世界史にヨーロッパがどのように影響を与えたのか、その意義と問題点を認識する。そのことを通じて、わたしたちを取り巻く世界

を歴史的に理解できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年の世界史をめぐる議論をふまえ、ヨーロッパを軸としながら、ヨーロッパ域内、そして、ヨーロッパ世界と他の世界の間の、人・

モノ・文化・アイデアの移動を理解するうえで重要なトピックをとりあげ、近代世界の形成と変容を概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 古代ヨーロッパ世界 

3. 中世ヨーロッパ 

4. 十字軍と宗教改革 

5. ヨーロッパの拡大 

6. フランス革命 

7. 近代自由貿易体制 

8. 19 世紀の工業化 

9. 国民国家の建設 

10. 近代化と都市化 

11. ロシア革命 

12. 二つの世界大戦と冷戦体制（１） 

13. 二つの世界大戦と冷戦体制（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業で扱うテーマについて、高校で用いた世界史の教科書の当該箇所を事前に読んでおくこと。 

また、授業内で指示があった場合、指定された文献や資料を読んでから授業にぞむ。 

授業で配布するプリントを用いて復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/講義で出す課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、プリントを配布して授業を進める。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■BX803 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

BX803／政治学 

(Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代を歴史から読む 

担当者名 

（Instructor） 
新谷 卓(ARAYA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ECX2010 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

政治学の基礎となる用語や概念を学んだ上で、現在、世界で起きている政治的な出来事や問題を歴史的な視点から考察し、最

終的に、それらの問題を自分の言葉で論理的に整理し、考える力を養うことを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

三つの段階から構成されています。 

１）政治学の基本的な概念として民主主義、権力、そして保守主義・自由主義・社会民主主義・社会主義などの代表的な政治思

想を学びます。 

２）次に「ファシズム」「冷戦」といった歴史上出現した現象、「歴史の終わり」「文明の衝突」「ナショナリズム」「戦争と国家」といった

比較的最近議論されたテーマを具体的な国家を事例として概観します。 

３）上記の知識を踏まえて、現在、世界で問題となっている「テロリズム」「ポピュリズム」「難民」「ブレグジット」「右翼政党の台頭」

「暴走する資本主義」、そしてそれらを理解する上で最も重要だと思われる「グローバリゼーション」の問題について考えます。 

今日の不安定・不確実な時代に生きる我々が歴史的にどのような位置に立っているのか、大きな文脈の中で理解できるような授

業にしたいと考えています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション： 貧困問題、ポスト真理、オルタナティヴ・ファクト、新しいメディア、エコーチェンバー、見えなくなる世界 

2. 民主主義とは何か（Ⅰ）： 古代デモクラシー、近代デモクラシーの形成 

3. 民主主義とは何か（Ⅱ）： エリート民主主義、参加型民主主義、多元的民主主義 

4. 権力とは何か： エリートと権力、フーコーの黙示的権力 

5. 政治思想の系譜（Ⅰ）： 近代の保守主義・自由主義・社会主義 

6. 政治思想の系譜（Ⅱ）： 現代の保守主義・自由主義・社会主義 

7. 国家とは何か： 中世多元的世界から主権国家へ、国民国家の誕生、ナショナリズム 

8. ファシズムの時代： 20 世紀前半の「イデオロギーの世界内戦」、ナチズム 

9. 東西冷戦の時代： 20 世紀後半の「イデオロギーの世界内戦」、朝鮮戦争 

10. ポスト冷戦の時代： 歴史の終わり、文明の衝突、民族対立 

11. 戦争と国家： 古い戦争と新しい戦争 

12. グローバリゼーションと国家 

13. グローバリゼーションと米国： トランプ大統領誕生、自由と米国、ポピュリズム 

14. グローバリゼーションと欧州： ブレグジット、難民、テロリズム、右翼政党の台頭 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に関係する雑誌・新聞などの記事、ドキュメンタリー等の番組を視聴し、問題に対するおおよその流れを知り、関心を高めて

おくことが好ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内容をまとめるレポート（４回程度）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。毎回資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 星野智、2016 年、『現代政治学の世界』、晃洋書房 (ISBN:978-4-7710-2726-8) 

2. 藤本一美編、2014 年、『政治学の基礎』、志學社 (ISBN:978-4-904180-40-2) 

3. 宗像優編、2016 年、『環境政治の展開』、志學社 (ISBN:978-4-904180-59-4) 

4. 田村哲樹・松元雅和・乙部延剛・山崎望著、2017 年、『ここから始める政治理論』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-15042-3) 

5. 苅部直・宇野重規・中本義彦編、2011 年、『政治学をつかむ』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-17715-4) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式です。 

参考文献や中間レポートの課題などは Blackbord 上で告知します。 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


