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授業の目標（Course Objectives） 

経済学には、いろいろな考え方があります。この講義では、社会経済学やミクロ経済学、マクロ経済学など経済理論の基本となる

主たる考え方について学び、それぞれの基本を理解することを通じて経済現象を理論的かつ多様な立場から考察するための素

養を身につけます。 

 

There are various theories about economics. In this lecture students learn basic economic theory, including socioeconomics, 

microeconomics, and macroeconomics, so that through understanding these theories they will be able to consider economic 

phenomena from a theoretical and diversified perspectives. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義の前半は、社会経済学の基礎を扱います。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

価値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。 

 また、秋学期からは、現実の日本経済の事例をできる限り用いながら、市場メカニズムなどのミクロ経済学と GDP の決定など

のマクロ経済学の入門的な内容を扱います。それと同時に、財政、金融、雇用、企業組織など、さまざまな応用的なトピックスにも

触れます。 

 

In the spring semester, this lecture deals with the fundamentals of political economy. After an overview of the historical 

development of political economy, including mercantilism and classical economics, what a commodity or a currency is will be 

explained followed by a study of the elementary theories of political economy, such as why labor becomes a commodity, what 

capital is, and how surplus-value is produced. Further, specific topics will be taken up to learn how actual economic problems 

can be viewed using political economy.  

 

During the fall semester, microeconomics, such as market mechanisms, and macroeconomics, such as determination of GDP, 

are dealt with using actual examples of the Japanese economy as much as possible. At the same time, we will touch on a 

variety of applied topics, including public finance, finance, employment and corporate organizations.  

 

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 

15. 経済学とはなにか？ 

16. マクロ経済学の基本（１） 

17. マクロ経済学の基本（２） 

18. 日本経済をマクロの視点で考える（１） 

19. 日本経済をマクロの視点で考える（２） 



20. ミクロ経済学の基本（１） 

21. ミクロ経済学の基本（２） 

22. ゲーム理論の考え方 

23. 公共部門の経済学（１） 

24. 公共部門の経済学（２） 

25. 金融システムを理解する（１） 

26. 金融システムを理解する（２） 

27. 人と組織の経済学（１） 

28. 人と組織の経済学（２） 

 

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

テキスト・参考文献を参照して授業に臨み、授業後には復習を必ず行うこと。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） 

春学期・中間テスト(40%)/春学期・平常点(課題、小テスト、リアクションペーパーなど複数回実施)(10%)/秋学期・期末テスト(40%)/

秋学期・平常点(リアクションペーパー・小テスト)(10%) 

総合評価は春学期の評価と秋学期の評価の平均によって行います。また、平常点のなかみ等については担当教員に確認してく

ださい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊藤元重、2004、『はじめての経済学（上）』、日経文庫 (ISBN:978-4532110147) 

2. 伊藤元重、2004、『はじめての経済学（下）』、日経文庫 (ISBN:978-4532110154) 

秋学期（15 回目以降）は、これをテキストとして利用します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中矢俊博、2012、『やさしい経済学史』、日本経済評論社 (ISBN:978-4818822160) 

2. 佐々木隆治、2016、『カール・マルクス』、筑摩書房 (ISBN:978-4480068897) 

春学期は、これらの文献を参考にしてください。上記以外の文献については、授業時に指示します。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


