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授業の目標（Course Objectives） 

 本ゼミナールでは、経済の理論と歴史、統計資料を用いて、日本の経済・社会について各自が自分なりに分析できるようになる

ことを目標とします。 

 

The objective of this seminar is for participants to acquire skills to analyze the Japanese economy and society with economic 

theories, histories and statistics, in their own ways. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本ゼミナールでは、社会経済学（マルクス経済学）を中心とした経済理論を用いて、日本経済の諸問題について考えていきま

す。 

（2021 年度は、格差と女性労働、「消滅可能性都市」の問題、金融政策、グローバル化と日本経済、といったテーマについてやり

ました。2022 年度は、格差、雇用、地域経済などのテーマを計画しています。） 

 

 具体的なゼミナールの進行としては、まず 4 限に、経済理論を用いて日本経済を分析する本をテキストとして輪読していくこと

で、日本経済の諸問題について考えていきます。そして 5 限は、いくつかのチームに分かれて、チームごとに設定した諸問題に

ついて調査報告を作成し、それを他大学との合同ゼミで発表できるように準備を行っていきます。そして、年に数回、他大学との

合同ゼミや、ゼミ大会に参加します。 

 

   This seminar examines issues facing Japanese economy using economic theories (among others, Marxist economics). The 

issues we examined in 2021 are: the economic inequality and female labor, "municipalities at risk of vanishing," monetary 

policies, and the globalization facing Japanese economy. The issues we plan to examine in 2022 are: inequality, employment and 

regional economy. 

 

   The way is as follows: in the fourth period, we will read a textbook that analyzes the Japanese economy with economic 

theories, and think about what is wrong with the Japanese economy and why. In the fifth period, we will build teams to research 

economic issues and hold meetings to prepare for workshop events with other universities. And we jointly hold workshop events 

with other universities several times a year. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介およびガイダンス 

2. テキスト輪読(1)、研究テーマ設定とチーム編成 

3. テキスト輪読(2)、チームごとの作業 

4. テキスト輪読(3)、チームごとの作業 

5. テキスト輪読(4)、チームごとの作業 

6. テキスト輪読(5)、チームごとの作業 

7. テキスト輪読(6)、チームごとの作業 

8. 各チームによる春学期中間報告 

9. テキスト輪読(7)、チームごとの作業 

10. テキスト輪読(8)、チームごとの作業 

11. テキスト輪読(9)、チームごとの作業 

12. テキスト輪読(10)、チームごとの作業 

13. 各チームによる報告(1) 

14. 各チームによる報告(2) 

15. 秋学期の研究テーマ設定とチーム編成 

16. 日本の経済社会の実態を分析する書物の輪読(1)、チームごとの作業 

17. 日本の経済社会の実態を分析する書物の輪読(2)、チームごとの作業 

18. 日本の経済社会の実態を分析する書物の輪読(3)、チームごとの作業 

19. 日本の経済社会の実態を分析する書物の輪読(4)、チームごとの作業 



20. 各チームによる秋学期中間報告(1) 

21. 各チームによる秋学期中間報告(2) 

22. 日本の経済社会の実態を分析する書物の輪読(5)、チームごとの作業 

23. 日本の経済社会の実態を分析する書物の輪読(6)、チームごとの作業 

24. 日本の経済社会の実態を分析する書物の輪読(7)、チームごとの作業 

25. 日本の経済社会の実態を分析する書物の輪読(8)、チームごとの作業 

26. 日本の経済社会の実態を分析する書物の輪読(9)、チームごとの作業 

27. 各チームによる最終報告(1) 

28. 各チームによる最終報告(2) 

 

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

・ゼミは、各自が勉強したり調べたりした事柄について、発表し、他の人の意見を聞いたり議論したりする場です。したがって、当

然ですが、発表する事柄については、授業時間外に調べたり準備する必要があります。 

 

・現在のところサブゼミはやっていませんが、他大学との合同ゼミ前には、チーム作業のために授業日以外にも集まって準備しな

いといけない時があります。 

 

・授業日以外の土日や長期休暇中に、他大学との合同ゼミを行う日があります。 

 （他大学との合同ゼミは、年に数回行うほか、毎年 12 月にゼミ大会があります。） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の討議への参加(30%)/担当箇所の発表(30%)/チームでの発表への貢献(30%)/チームでの発表の成績(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 基礎経済科学研究所（編）、2021、『時代はさらに資本論』、昭和堂 (ISBN:9784812220221) 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉川洋、2012 年、『高度成長 日本を変えた 6000 日』、中公文庫 (ISBN:9784122056336) 

2. 基礎経済科学研究所（編）、2008 年、『時代はまるで資本論 貧困と発達を問う全 10 講』、昭和堂 (ISBN:9784812208533) 

3. 中村隆英、2017 年、『日本経済 その成長と構造 第 3 版』、東京大学出版会 (ISBN:9784130091329) 

4. A.グリン、2007 年、『狂奔する資本主義 格差社会から新たな福祉社会へ』、ダイヤモンド社 (ISBN:9784478000625) 

5. 橋本健二、2020 年、『＜格差＞と＜階級＞の戦後史』、河出新書 (ISBN:9784309631172) 

6. 増田寛也（編著）、2014 年、『地方消滅』、中公新書 (ISBN:9784121022820) 

7. 小熊英二、2019 年、『日本社会のしくみ 雇用・教育・福祉の歴史社会学』、講談社現代新書 (ISBN:9784065154298) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

・コロナウィルスの感染状況にもよりますが、このゼミは基本的に対面（教室）で行います。 

（緊急事態宣言発令により全授業がオンラインとなっている時は Zoom で、それ以外の場合は対面というのを基本とします。） 

 

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。 


