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授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、中央銀行と金融監督官庁の政策・行政の理論と実務を理解することを目的とします。 

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

 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。 

 

I aim at understanding and organizing montary policies and financial supervision these days.  

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

 1. ability to explain the roles and limitations of the Bank of Japan and the Financial Services Agency. 

 2. ability to explain financial policy and financial administration as they relate to government economic policy and international 

cooperation. 

 3. ability to indicate which areas of presented financial businesses should be considered to prevent financial crises. 

 

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、学び方を獲得するため、教師が企画する授業に参加することができます。 

 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 

 

Students will 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. During the first half, central bank theory (narrow definition of financial policy theory), relationship between fiscal 

administration and finance. 

 2. During the second half, financial regulation and financial crises management. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 貨幣論 

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、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、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） 

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%) 

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 BBで確認すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 斉藤 美彦、2021、『ポスト・ブレグジットのイギリス金融: 政策・規制・ペイメント』、文眞堂 (ISBN:978-4830951473) 

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. 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. 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) 

4. 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) 

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） 

 


