
■EX684 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

EX684／法政外国語演習＜英語＞ 

(Seminar on Law and Politics(English)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
How can we think about ‘sustainability’ in Economics. 

担当者名 

（Instructor） 
一ノ瀬 佳也(ICHINOSE YOSHIYA) 

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） 
LPX2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
その他登録 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  本演習の中で、英語のテキストを読みながら、経済学において「持続可能性」をどのように考えられるのかについて学んでい

く。特に、パーサ・ダスグプタの『経済学』を読み、環境、福祉、民主主義を含めた社会経済の理論について理解していく。 

 

  In this seminar, students can study how we think about ‘sustainability’ in  Economics. We will read Partha Dasgupta's book, 

Economics； a very short introductions. So, we will be able to understand a theory of socioeconomics, including environment, 

Welfare, and Democracy. 

 

授業の内容（Course Contents） 

  本講義については、英語のテキストを読みながら経済学の考え方について学んでいく。特に、パーサ・ダスグプタの『経済学』

を読み、環境、福祉、民主主義を含めた社会経済の理論について理解していく。 

 本授業は「演習」形式で行う。報告者が指定されたテキストの範囲をまとめて報告する。その他の学生も毎回コメントペーパーを

提出する。 

  特定の予備知識を必要とするわけではないが、受講する学生には、授業において積極的に発言することを求める。 

 

  In this seminaｒ, students can study how we can think about ‘sustainability’ in Economics. We will read Partha Dasgupta's 

book, Economics a very short introductions. So, we will be able to understand a theory of socioeconomics, including 

environment, Welfare, and Democracy. 

       This lecture has a style of  "seminar". Reporter must have a presentation and comment concerning the pages of the 

text that they are specified.  And other students must submit a comment paper in each lecture.  

       Lecturer doesn't ask to have any particular background knowledge to students in advance,  but students attending this 

lecture are required to speak in every times positively. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Macroeconomic history① 

3. Macroeconomic history② 

4. Trust① 

5. Trust② 

6. Trust③ 

7. Communities 

8. Markets 

9. Sciences and Technology as institutions 

10. Households and firms 

11. Sustainable economic development① 

12. Sustainable economic development② 

13. Social well-being and demoratic government① 

14. Social well-being and democtatic government② 

 

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

受講生は指定されたテキストの範囲を毎回読んできてください。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の参加度(40%)/プレゼンテーション(60%) 

 



テキスト（Textbooks） 

1. Partha Dasgupta. 2007. Economics a very short introductions. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-285345-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. Partha Dasgupta. 2004. Human Well-Being and the Natural Environment. Oxford university press (ISBN:978-0199267194) 

2. Stephen Smith. 2011. Environmental Economics: a very short introductions. Oxford university press (ISBN:978-0199583584) 

3. 倉阪秀史、2021、『持続可能性の経済理論；SDGz 時代と「資本基盤主義」』、東洋経済新報社 (ISBN:978-4492396612) 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

＜選考方法＞ 

採用人数：15 名 

配当年次：2 年次 

選考方法：レポート 

  ①題目：本演習を履修する理由とテーマについての関心を自由に記してください。 

   ②字数：1000 字以上 

 

注意事項（Notice） 

 


