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授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、現代の金融機関の諸問題を理解し経営を改善するための方策を検討することを目的とします。 

受講生は、各自の学びにおいて、単位の修得のため、次の項目を達成することを目標とします。 

 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方法を提示できること。 

 3. 金融機関又は金融制度を理論的体系的に分析できること。 

 

I aim at researching how to change modern credit and financial institutions in this course.  

Students are encouraged to study on their own to achieve the following objectives to get credits. 

 1. ability to give a basic explanation of the various financial institutions and the financial operations. 

 2. ability to present basic solutions for national and local governments, business, and households using financial techniques. 

 3. ability to analyze financial institutions theoretically and systematically. . 

 

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、通説と実体とその批判を聴き、学び方を獲得していくため、教師が企画する授業に参加することができます。 

 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。 

 

Students shall study for an average of 6 hours per week to learn the following topics. 

Of this, 2 hours will be a lecture lead by the instructor through which students will acquire how to learn by listening to 

explanations and real situations and criticisms of them. 

 1. Financial institutions that handle deposits, such as banks, credit unions, and credit associations; financiers, and funds 

transfer service providers. 

 2. Securities finance companies, the various types of exchanges, insurance provides and mutual-aid providers as well as the 

various types of agency businesses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 金融機関のしくみを大学や図書館のしくみと比較する 

2. さまざまな金融業態 / 日本の金融システムその 1 

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) / 日本の金融システムその 2 

5. 銀行の借方取引 (手形割引・産業金融・消費者金融) / 日本の金融構造 

6. 金融商品・取引所・取引業者 / 金融市場と金融資産 / バブルと金融機関 

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 / 信用創造 

8. 前半のまとめをし授業内で中間テストをします。 

9. 預金取り扱い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. 地域金融機関の再編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、テストを実施します。 

12. 金融グローバル化と多国籍銀行化 / 金融業の変貌とグローバル展開 

13. 少子高齢化とコングロマリット化、金融経済教育の役割 

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） 

授業外学修は、 

 教科書等の精読に３０時間、授業の回想による復習に１０時間、関連事項の図書･雑誌又はサイトのブラウジングに１０時間行

ってください。そのほかに、 

 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を１０時間程



度行うことを標準とします。 

 なお、授業を欠席した週はその分、これらの学習活動を追加して補うこととします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/読書レポート(10%)/中間テスト(web 客観)(20%)/最終テスト(web客観)(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。評価方法の詳細は履修登録後に BlackBoard で確認

すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 藤波大三郎、2017、『コンパクト銀行論第 2 版』、三恵社 (ISBN:978-4864876407) 

教科書は、自修課題として精読し、その知識を用いて筆記試験を解いてもらいます。 

授業で輪読を行うこともありますが、その予定は、事前に（Blackboard 等で）連絡します。 

 

参考文献（Readings） 

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) 

6. 若菜さとみ、2019、『巨大銀行のカルテ』、Discover 21 (ISBN:978-4799325582) 

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)） 

BlackBoard を活用しますので、授業期間中毎週一回は確認するようにしてください。 

 

この科目は、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） 

 


