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4 月 1 日付シラバス変更、変更項目：【授業の内容】小レポート文字数変更のため 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本の政治と社会についての基礎的な知識の習得をめざす。 

 

The objective of this course is to acquire a basic knowledge about modern Japanese politics and society. 

 

授業の内容（Course Contents） 

池田成章(1840-1912)は幕末・明治の米沢藩を支え、山形県の政治・経済の基礎を築くのに大きな役割を果たした人物で、渋沢

栄一にも比せられた。その子成彬(1867-1950)は、三井銀行常務取締役や財界の中心として大正・昭和期日本の経済を支え、大

蔵大臣兼商工大臣などを務め、戦後、吉田茂の後ろ盾としても重要な役割を果たした。この父子二代の人生を辿ることで、山形・

米沢の地域と日本における政治・経済がどのような変遷を経たかについて、講義を行う。担当教員は、池田成彬についての評伝

を刊行すべく準備中であり、講義はその草稿をもとに行う。参加者はこの講義を聴講し、毎回、感想及び質問と、その回に関心を

持ったトピックや人物についての小レポート(1000 字以上)を提出する。次の回の冒頭、これらの一部を取り上げフィードバックする

予定である。 

 

Ikeda Seisho (1840-1912) played a big part to sustain the Yonezawa Clan and to build the political and economic system of the 

Yamagata Prefecture. He has been compared to Shibusawa Eiichi. His son, Ikeda Seihin (1867-1950) supported the economic 

system of the Taisho and Showa Era as the managing director of Mitsui Bank and one of the Zaikai members. He became the 

Minister of the Finance and the Commerce in 1938 and also backed Prime Minister Yoshida Shigeru up after 1945.  

This course traces these father and son and makes a lecture how the local area and Japan experienced the change of politics 

and economy in almost 100 years. I am now preparing for completing the biography of Ikeda Seihin and I will do a lecture using 

this draft.  

Students are required to listen to this lecture intensively and to present a comment, question and small report of the topic or 

the characters (over 1000 words) after every class. Some of them will be mentioned to at the beginning of the next class. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス――近代日本の政治と経済を作った親子二代 

2. 米沢藩と池田成章の青年期 

3. 明治維新と成章の壮年期 

4. 成章と米沢士民共同体 

5. 池田成彬の青春 

6. 中上川彦次郎と成彬 

7. 三井銀行の転換と成彬 

8. 三井銀行常務取締役 

9. テロの嵐の中で 

10. 三井財閥を守る 

11. 国政の中枢で 

12. 戦争の時代を生きる 

13. 新生日本の将来を信じて 

14. 終わりに――「個人の信用は、事業、国家の信用」 

 

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

参加者はこの講義を聴講し理解を深めた上で、毎回、感想及び質問と、その回に関心を持ったトピックや人物について調べた小

レポート(1000 字以上)を、ブラックボードから提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の小レポート(70%)/授業内容に関する質問・コメント(30%) 

 



テキスト（Textbooks） 

1. 藤沢周平、2000、『漆の実の実る国』、文藝春秋 (ISBN:978-4167192327) 

2. 松浦正孝、1995、『日中戦争期における経済と政治』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130360838) 

3. 松浦正孝、2002、『財界の政治経済史』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-036211-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田成彬、1949、『故人今人』、世界の日本社 

2. 池田成彬、1990、『財界回顧』、図書出版社 (ISBN:978-4809901478) 

3. 池田成彬、1951、『私の人生観』、文藝春秋 

4. 米沢市史編さん委員会、1987、『米沢市史 資料篇 4 近現代史史料 1』、米沢市長高橋幸翁 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

ブラックボードに重要な情報をアップするので、必ず確認すること。 

 

注意事項（Notice） 

 


