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修士課程 年次別指導計画
⚑年次

⚑）各自の「研究計画書」に基づき，研究指導教員を決定する。
⚒）指導教員と相談の上，履修科目を決定する。
⚓）11 月中をめどに修士論文テーマを設定する。
⚔）設定した修士論文テーマに沿った研究指導を受ける。
⚒年次

⚑）⚑年次の履修状況を確認し，⚒年次の履修指導を受ける。
⚒）修士論文の準備状況を確認し，執筆計画を具体化する。
⚓）10 月（予定）に修士論文中間報告を行い，修士論文の進ḿ状況を確認する。
⚔）10 月～12 月，関連教員の指導と助言を受けて，修士論文の完成につとめる。
⚕）修士論文の提出（⚑月）。審査委員会の審査をへて，合格発表（⚓月予定）。
⚖）修士論文報告会の実施（⚓月）。
※長期履修生は上記を参考に，⚓年間の計画を指導教員と相談して決めること。

〈修士課程修了要件単位〉

年 次 研究指導教員
科目・単位 単位数 指導教員以外

科目・単位 単位数 単位数計

⚑年次
特殊講義 ⚔

特殊講義
（⚕科目以上） 20 以上

演習⚑ ⚔
⚒年次（⚒年目） 演習⚒ ⚔

⚒年次（⚓年目以降） ※ －
計 12 20 以上 32 以上

※長期履修や修了延期の学生で，演習の全単位を修得している場合，「論文指導Ⅰ・Ⅱ」のいずれかを履修するこ
と。なお，この科目は修了要件に含まれない。

〈成績および評価〉
学業成績は，科目ごとに次の基準で評価される。評価方法は，講義要項を参照のこと。

評 点 評 価 合 否
90～100 点 S 秀

合 格80～ 89 点 A 優
70～ 79 点 B 良
60～ 69 点 C 可
59 点以下 D 不可 不 合 格欠 席 E 欠

〈講義時間〉
社会人特例学生は，大学院設置基準第 14 条特例により，全期間夜間のみの履修が可能。

時限 時 間 月～土
⚑ 9：00～10：30

昼間
⚒ 10：40～12：10
⚓ 12：40～14：10
⚔ 14：20～15：50
⚕ 16：00～17：30
⚖ 17：50～19：20 夜間⚗ 19：30～21：00
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2023 年度 大学院経済学研究科 修士課程 テーマ一覧
授 業 科 目 担当教員 研 究 テ ー マ

経済政策総論特殊講義 上園 昌武 脱炭素社会に向けた環境・エネルギー政策

経済政策史特殊講義Ⅰ 市川 大祐 近代日本経済発展と技術導入・普及過程について

経済政策史特殊講義Ⅱ 石井 健 近世イギリス社会における奉公人制度の研究

農業政策特殊講義 宮入 隆 農産物流通と産地再編に関する実証研究

中小企業政策特殊講義 山田 誠治 資本主義の多様性と中小企業

金融政策特殊講義Ⅰ 宇土 至心 20 世紀の米国における金融論および財務論の展開

開発政策特殊講義Ⅰ 早尻 正宏 人間発達の開発政策：「開発」を捉え直す

環境政策特殊講義 浅妻 裕 国際化する環境問題と環境政策の課題

環境経済論特殊講義 古林 英一 ごみ問題と循環型社会

社会政策特殊講義 宮本 章史 現代福祉国家における福祉・労働政策

社会保障論特殊講義 中囿 桐代 セーフティネットと労働──ジェンダーの視点から──

労働経済論特殊講義 川村 雅則 現代日本における労働研究

理論経済学特殊講義Ⅰ 佐藤 敦紘 ミクロ経済学とゲーム理論の基礎と応用

理論経済学特殊講義Ⅱ 逸見 宜義 マクロ経済モデルのミクロ的基礎づけを行う

理論経済学特殊講義Ⅲ 田中 仁史 研究開発活動を内生化した経済成長理論

社会経済学特殊講義Ⅰ 神山 義治 資本主義システムの「運動法則」把握の理論的基礎

社会経済学特殊講義Ⅱ 大屋 定晴 現代グローバル資本主義の理論的考察

経済学史特殊講義 森下 宏美 福祉国家の経済思想

社会思想史特殊講義Ⅰ 小林 淑憲 近現代の西洋社会が抱える諸問題の探求

社会思想史特殊講義Ⅱ 栗林 広明 古代ギリシアの哲学思想，現代の英語圏の哲学

財政学特殊講義
野口 剛

財政の基礎と応用

税制論特殊講義 税の理論・制度・政策

地方財政論特殊講義 西村 宣彦 現代地方財政分析

日本経済論特殊講義 板垣 暁 ⑴戦後日本の産業政策と企業・産業との相互作用について
⑵戦後日本の環境・安全規制と企業・産業との相互作用について

地域経済論特殊講義Ⅰ 大貝 健二 地域産業および地域産業政策の比較研究

地域経済論特殊講義Ⅱ 濱田 武士 発展する地域 衰退する地域

協同組合組織論特殊講義 佐藤 信 食と農の協同と新たな地域づくり

国際経済論特殊講義Ⅰ 越後 修 グローバル時代の企業行動にかんする研究

国際経済論特殊講義Ⅱ 宮島 良明 新興アジア経済論

発展途上国論特殊講義 平野 研 ラテンアメリカ諸国の経済連携の問題点と可能性

韓国社会経済論特殊講義Ⅰ 水野 邦彦 韓国資本主義秩序の分析

韓国社会経済論特殊講義Ⅱ ⁋ 弘範 朝鮮半島における伝統と近代

社会調査論特殊講義Ⅰ 内田 和浩 地域社会調査における質的調査法とその有効性

社会調査論特殊講義Ⅱ 水野谷武志 実際の社会調査データを使ってデータ分析の知識と技術を獲得する

教育社会経済論特殊講義 荻原 克男 戦後日本の教育政策
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2023 年度 大学院経済学研究科修士課程 開講科目一覧
授 業 科 目 単 位 数 担当教員 開講状況 備 考

経済政策総論特殊講義 ⚔
上園 昌武

経済政策総論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

経済政策史特殊講義Ⅰ ⚔
市川 大祐

経済政策史特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

経済政策史特殊講義Ⅱ ⚔
石井 健

経済政策史特殊講義Ⅱ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

農業政策特殊講義 ⚔
宮入 隆

農業政策特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

中小企業政策特殊講義 ⚔
山田 誠治

中小企業政策特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

金融政策特殊講義Ⅰ ⚔
宇土 至心

金融政策特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

開発政策特殊講義Ⅰ ⚔
早尻 正宏

非開講

開発政策特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

環境政策特殊講義 ⚔
浅妻 裕

環境政策特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

環境経済論特殊講義 ⚔
古林 英一

環境経済論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

社会政策特殊講義 ⚔
宮本 章史

社会政策特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

社会保障論特殊講義 ⚔
中囿 桐代

非開講

社会保障論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

労働経済論特殊講義 ⚔
川村 雅則

労働経済論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

理論経済学特殊講義Ⅰ ⚔
佐藤 敦紘

理論経済学特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

理論経済学特殊講義Ⅱ ⚔
逸見 宜義

理論経済学特殊講義Ⅱ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

理論経済学特殊講義Ⅲ ⚔
田中 仁史

非開講

理論経済学特殊講義Ⅲ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

社会経済学特殊講義Ⅰ ⚔
神山 義治

社会経済学特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

社会経済学特殊講義Ⅱ ⚔
大屋 定晴

社会経済学特殊講義Ⅱ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

経済学史特殊講義 ⚔
森下 宏美

非開講

経済学史特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

─ 8 ─



授 業 科 目 単 位 数 担当教員 開講状況 備 考

社会思想史特殊講義Ⅰ ⚔
小林 淑憲

社会思想史特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

社会思想史特殊講義Ⅱ ⚔
栗林 広明

非開講

社会思想史特殊講義Ⅱ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

財政学特殊講義 ⚔
野口 剛

財政学特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

税制論特殊講義 ⚔
野口 剛

税制論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

地方財政論特殊講義 ⚔
西村 宣彦

地方財政論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

日本経済論特殊講義 ⚔
板垣 暁

日本経済論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

地域経済論特殊講義Ⅰ ⚔
大貝 健二

非開講

地域経済論特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

地域経済論特殊講義Ⅱ ⚔
濱田 武士

地域経済論特殊講義Ⅱ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

協同組合組織論特殊講義 ⚔
佐藤 信

協同組合組織論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

国際経済論特殊講義Ⅰ ⚔
越後 修

国際経済論特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

国際経済論特殊講義Ⅱ ⚔
宮島 良明

国際経済論特殊講義Ⅱ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

発展途上国論特殊講義 ⚔
平野 研

発展途上国論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

韓国社会経済論特殊講義Ⅰ ⚔
水野 邦彦

韓国社会経済論特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

韓国社会経済論特殊講義Ⅱ ⚔
⁋ 弘範

韓国社会経済論特殊講義Ⅱ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

社会調査論特殊講義Ⅰ ⚔
内田 和浩

社会調査論特殊講義Ⅰ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

社会調査論特殊講義Ⅱ ⚔
水野谷武志

非開講

社会調査論特殊講義Ⅱ演習⚑・⚒ ⚔・⚔

教育社会経済論特殊講義 ⚔
荻原 克男

教育社会経済論特殊講義演習⚑・⚒ ⚔・⚔

税法特殊講義 ⚔ 戸井健太郎 非常勤
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経済政策総論特殊講義
⚔単位 上 園 昌 武

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：資源・エネルギーが現代経済で担う役割，直

面している制約と課題を理解し，その解決方
法を考えること

テ ー マ：持続可能な環境・エネルギー社会の構築に向
けた政策

○授業の概要
資源・エネルギーの需要と供給の関係や歴史を把握し

た上で，持続可能な環境・エネルギー社会の構築に向け
た政策の理論と実際を検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 産業革命⑴ 機械制大工業
第⚓回 産業革命⑵ 製鉄業と化学工業
第⚔回 産業革命⑶ 運輸
第⚕回 自動車の大量生産⑴ 互換性部品
第⚖回 自動車の大量生産⑵ フォーディズム
第⚗回 現代技術と経済の諸問題⑴ 核エネルギー①核

兵器
第⚘回 現代技術と経済の諸問題⑵ 核エネルギー②原

子力発電
第⚙回 現代技術と経済の諸問題⑶ 輸送の大量化・高

速化
第10回 現代技術と経済の諸問題⑷ 情報技術と AI
第11回 現代技術と経済の諸問題⑸ 巨大技術と安全性
第12回 資源・エネルギーと経済との関係─外部経済と

外部不経済
第13回 資源・エネルギーのリスク⑴ オイルショック
第14回 資源・エネルギーのリスク⑵ 気候変動問題
第15回 資源・エネルギーのリスク⑶ 福島第一原発事

故
第16回 資源・エネルギーのリスク⑷ 放射性廃棄物の

処理問題
第17回 資源・エネルギーのリスク⑸ 風力発電・メガ

ソーラーと地域紛争
第18回 グリーン・エコノミー─地域経済循環と雇用

創出
第19回 環境・エネルギー政策⑴ 日本
第20回 環境・エネルギー政策⑵ EU
第21回 環境・エネルギー政策⑶ ドイツ
第22回 環境・エネルギー政策⑷ オーストリア
第23回 環境・エネルギー政策⑸ 米国
第24回 再生可能エネルギー政策⑴ 固定枠制（RPS）
第25回 再生可能エネルギー政策⑵ 固定価格制（FIT）
第26回 省エネルギー政策⑴ 省エネ規制と技術イノ

ベーション
第27回 省エネルギー政策⑵ エネルギー貧困問題と生

活の質の向上
第28回 エネルギー自立地域づくり⑴ 農山村の取り組

み
第29回 エネルギー自立地域づくり⑵ 都市部の取り組

み
第30回 地域分散型エネルギーシステムの構築に向けて

○準備学習の内容
工業経済学やエネルギー政策に関する基礎文献を読ん

でおくこと。
○テ キ ス ト

的場信敬・平岡俊一・上園昌武編（2021）『エネルギー
自立と持続可能な地域づくり─環境先進国オーストリア
に学ぶ』昭和堂

○参 考 書
植田和弘監／大島堅一・高橋洋編（2016）『地域分散型

エネルギーシステム』日本評論社
○学生に対する評価

講義内容の理解度
課題の評価結果については個々に講評する。

経済政策総論特殊講義演習⚑
⚔単位 上 園 昌 武

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：歴史を踏まえて工業経済や産業が発達してき

た社会的背景と諸問題が生まれた経済的要因
を理解すること

テ ー マ：産業経済が発達した歴史と産業政策
○授業の概要

産業革命以降の大量生産・大量消費経済が成立してき
た歴史を踏まえて，現代技術と経済の諸問題を理解し，
産業政策の役割と限界を検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 産業革命と資本主義経済
第⚓回 大量生産・大量消費経済⑴ 蒸気機関
第⚔回 大量生産・大量消費経済⑵ 製鉄業
第⚕回 大量生産・大量消費経済⑶ 化学工業
第⚖回 大量生産・大量消費経済⑷ 運輸業
第⚗回 大量生産・大量消費経済⑸ ミシン産業
第⚘回 大量生産・大量消費経済⑹ 自動車産業
第⚙回 大量生産・大量消費経済⑺ 小括
第10回 現代技術と経済の諸問題⑴ オートメーション
第11回 現代技術と経済の諸問題⑵ 工場生産の自動化

と労働問題
第12回 現代技術と経済の諸問題⑶ 核兵器
第13回 現代技術と経済の諸問題⑷ 原子力発電
第14回 現代技術と経済の諸問題⑸ 輸送の大量化・高

速化
第15回 現代技術と経済の諸問題⑹ 遺伝子操作作物
第16回 現代技術と経済の諸問題⑺ 情報技術と AI
第17回 現代技術と経済の諸問題⑻ 公害・環境問題
第18回 現代技術と経済の諸問題⑼ 小括
第19回 日本の産業政策⑴ 戦後復興期
第20回 日本の産業政策⑵ 高度経済成長期
第21回 日本の産業政策⑶ 石油ショック
第22回 日本の産業政策⑷ 貿易摩擦
第23回 日本の産業政策⑸ バブル経済
第24回 日本の産業政策⑹ グローバリゼーション
第25回 産業政策論⑴ 規制
第26回 産業政策論⑵ 補助政策
第27回 産業政策論⑶ 科学・技術政策
第28回 産業政策論⑷ 公営事業
第29回 産業政策論⑸ 地域経済循環
第30回 まとめ─産業経済政策の再考

○準備学習の内容
工業経済学や産業政策論に関する基礎文献を読んでお

くこと。
○テ キ ス ト

とくに指定しない。
○参 考 書

授業で適宜示す。
○学生に対する評価

報告の内容や討論への参加によって評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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経済政策総論特殊講義演習⚒
⚔単位 上 園 昌 武

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：資源・エネルギーと現代経済との関係を理解

し，様々な制約や課題を解決していく方法を
考えること

テ ー マ：持続可能な資源・エネルギー経済政策論
○授業の概要

資源・エネルギーと経済との関係を理論的に整理し，
様々なリスクの現状と発生構造を理解する。そして，グ
リーン・エコノミーへの移行やエネルギー自立地域づく
りの国内外の実態を踏まえ，持続可能な地域分散型エネ
ルギーシステムを展望する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 資源・エネルギーと経済との関係─外部経済

と外部不経済
第⚓回 資源・エネルギーのリスク⑴ オイルショック

─脱石油化
第⚔回 資源・エネルギーのリスク⑵ 気候変動問題

─気候危機
第⚕回 資源・エネルギーのリスク⑶ 気候変動問題

─パリ協定
第⚖回 資源・エネルギーのリスク⑷ 福島第一原発事

故①被害の実態
第⚗回 資源・エネルギーのリスク⑸ 福島第一原発事

故②復興の現状
第⚘回 資源・エネルギーのリスク⑹ 放射性廃棄物の

処理問題
第⚙回 資源・エネルギーのリスク⑺ 風力発電・メガ

ソーラーと地域紛争
第10回 グリーン・エコノミー─地域経済循環と雇用

創出
第11回 環境・エネルギー政策⑴ 日本①福島原発事故

以前
第12回 環境・エネルギー政策⑵ 日本②福島原発事故

以降
第13回 環境・エネルギー政策⑶ EU
第14回 環境・エネルギー政策⑷ ドイツ①脱原発
第15回 環境・エネルギー政策⑸ ドイツ②エネルギー

ヴェンデ
第16回 環境・エネルギー政策⑹ オーストリア①国の

役割
第17回 環境・エネルギー政策⑺ オーストリア②地

域・自治体の役割
第18回 環境・エネルギー政策⑻ 米国
第19回 再生可能エネルギー政策⑴ 固定枠制（RPS）
第20回 再生可能エネルギー政策⑵ 固定価格制（FIT）
第21回 再生可能エネルギー政策⑶ 各国の特徴
第22回 省エネルギー政策⑴ 省エネ規制と技術イノ

ベーション
第23回 省エネルギー政策⑵ エネルギー貧困問題
第24回 省エネルギー政策⑶ 生活の質の向上
第25回 エネルギー自立地域づくり⑴ 農山村の取り組

み①
第26回 エネルギー自立地域づくり⑵ 農山村の取り組

み②
第27回 エネルギー自立地域づくり⑶ 都市部の取り組

み
第28回 エネルギー自立地域づくり⑷ 中間支援組織の

役割①
第29回 エネルギー自立地域づくり⑸ 中間支援組織の

役割②
第30回 地域分散型エネルギーシステムの構築に向けて

○準備学習の内容
環境・エネルギー政策に関する基礎文献を読んでおく

こと。
○テ キ ス ト

とくに指定しない。
○参 考 書

寺西俊一・石田信隆編（2018）『輝く農山村 オースト
リアに学ぶ地域再生』中央経済社

的場信敬他（2018）『エネルギー・ガバナンス：地域の
政策・事業を支える社会的基盤』学芸出版

○学生に対する評価
報告の内容や討論への参加によって評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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経済政策史特殊講義Ⅰ
⚔単位 市 川 大 祐

○授業の到達目標及びテーマ
近代日本経済発展と技術導入・普及過程について
上記テーマについて具体的な史料にもとづいて，単な

る時代の変化・発展だけでなく，技術導入・普及に携わっ
た人も含め，当時の時代像を把握・理解する

○授業の概要
明治期以降，日本は農業・工業・商業を含むあらゆる

分野において欧米技術を導入し近代化をはかってきた。
しかしながらそれは単なる受容・模倣ではなく，しばし
ば，既存の技術との不整合を起こし，困難をもたらした。
その中でしだいに当時の日本のおかれた状況，必要性，
気候，実情にあわせた形で導入された技術は消化・改変
され技術革新が進められていった。本講義では，特に農
業技術に光を当て，新技術の導入にあたり，政府（農商
務省），地方行政のとった政策と，これに対して流通を
担った商人や地域の農家がいかなる対応をとり，日本農
業における技術発展が進行していったかについて，具体
的に史料をあげつつ見ていきたい。

○授 業 計 画
第⚑回 近代化の過程（幕末開港から明治初期）
第⚒回 近代化の過程（松方デフレから産業革命）
第⚓回 地租改正への模索
第⚔回 地租改正の実施過程
第⚕回 松方デフレと地主制の成立
第⚖回 地主制の展開，寄生地主と手作地主
第⚗回 新技術の導入
第⚘回 欧米型農業技術導入と挫折
第⚙回 農業政策の転換
第10回 勧業諸会の開催と老農技術
第11回 地方の政策展開
第12回 肥料技術の導入と展開
第13回 技術普及を担った人々
第14回 農業技術改善と生産性拡大への模索
第15回 前期まとめ
第16回 日露戦後の農業と地方改良運動
第17回 農会と技術普及
第18回 肥料輸入と養蚕業展開
第19回 肥料流通を担った人々
第20回 米と繭の生産構造
第21回 大戦ブームと農村
第22回 農業技術の転換
第23回 昭和恐慌の深刻化
第24回 農村漁村経済更生運動の展開
第25回 産業組合の組織と反産運動
第26回 地主制の後退と農村の変化
第27回 生産物・農業資材流通の統制
第28回 戦時下の農村
第29回 農地改革
第30回 後期まとめ

○準備学習の内容
テキスト・参考資料をあらかじめ，よく読みこんでく

ること。
○テ キ ス ト

講義の中で適宜指示します。
○参考書・参考資料等

講義の中で適宜指示します。
○学生に対する評価

討論への参加状況および適宜出題するレポートの成績
による。

課題の評価結果については個々に講評する。

経済政策史特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 市 川 大 祐

○授業の到達目標及びテーマ
近代日本の経済発展と技術導入・普及過程について

○授業の概要
明治期以降の日本における経済発展と技術普及過程に

ついて，各自選択したテーマについて史料をもとに分析
を行い，修士論文を作成することを目標とする。まずは，
演習Ⅰでは，調べる上での史料検索の方法，史料読解の
力をつけることに主眼をおく。

○授 業 計 画
第⚑回 導入
第⚒回 先行研究・歴史文献の検索法
第⚓回 文献の検索実習
第⚔回 アーカイブズと歴史学
第⚕回 公文書館・歴史館の現状と検索法
第⚖回 アーカイブズの検索と実習
第⚗回 各自テーマに基づく報告⑴導入・課題設定
第⚘回 各自テーマに基づく報告⑵先行研究検索
第⚙回 各自テーマに基づく報告⑶論の組み立て
第10回 各自テーマに基づく報告⑷まとめ
第11回 在外日本企業史料の現状について
第12回 在外日本企業史料の保存と利用
第13回 在外日本企業史料を用いた実習（オーストラリ

ア）
第14回 在外日本企業史料を用いた実習（アメリカ）
第15回 前期まとめ
第16回 日本経済史と史料
第17回 商社史研究の現状
第18回 商社史研究と国内アーカイブズ
第19回 商社史研究と現状と在外日本企業史料の利用可

能性について
第20回 在外商社関係史料を用いた実習・テーマ設定
第21回 各自テーマに基づく報告⑴導入・課題設定
第22回 各自テーマに基づく報告⑵先行研究検索
第23回 各自テーマに基づく報告⑶論の組み立て
第24回 各自テーマに基づく報告⑷まとめ
第25回 修士論文作成準備（テーマの設定）
第26回 修士論文作成準備（先行研究と課題設定）
第27回 修士論文作成準備（関連史料検索）
第28回 修士論文作成準備（調査先等情報収集・計画）
第29回 修士論文作成準備（構成等の検討）
第30回 後期まとめ

○準備学習の内容
テキスト・参考資料・課題の史料をあらかじめ，よく

読みこんでくること。
○テ キ ス ト

演習の中で適宜指示します。
○参考書・参考資料等

演習の中で適宜指示します。
○学生に対する評価

討論への参加，報告の内容によって評価します。
課題の評価結果については個々に講評する。
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経済政策史特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 市 川 大 祐

○授業の到達目標及びテーマ
近代日本の経済発展と技術導入・普及過程について
明治期以降の日本における経済発展と技術普及過程に

ついて，各自選択したテーマについて史料をもとに分析
を行い，修士論文を作成することを目標とする。演習Ⅱ
では，演習Ⅰで学んだ調査のための知識をもとに各自設
定したテーマで史料を読み，修士論文作成を進める。

○授業の概要
修士論文の執筆実際の史料をもとに，各自のテーマに

ついて報告を行い，修士論文執筆への準備を進める。
○授 業 計 画

第⚑回 導入
第⚒回 各自修士論文テーマの確認
第⚓回 先行研究の論点について
第⚔回 先行研究に対する研究の位置づけ
第⚕回 アーカイブズの検索
第⚖回 アーカイブズ実習
第⚗回 各自テーマに基づく中間報告⑴課題設定
第⚘回 各自テーマに基づく中間報告⑵先行研究と位置

づけ
第⚙回 各自テーマに基づく中間報告⑶論の構成
第10回 各自テーマに基づく中間報告⑷まとめ
第11回 在外日本企業史料の現状について
第12回 在外日本企業史料の保存と利用
第13回 在外日本企業史料を用いた実習（オーストラリ

ア）
第14回 在外日本企業史料を用いた実習（アメリカ）
第15回 前期まとめ
第16回 日本経済史と史料
第17回 商社史研究の現状
第18回 商社史研究と国内アーカイブズ
第19回 商社史研究と現状と在外日本企業史料の利用可

能性について
第20回 在外商社関係史料を用いた実習・テーマ設定
第21回 各自テーマに基づく報告⑴課題設定
第22回 各自テーマに基づく報告⑵先行研究と国内史料

の状況まとめ
第23回 各自テーマに基づく報告⑶論の構成
第24回 各自テーマに基づく報告⑷まとめ
第25回 修士論文作成（調査）
第26回 修士論文作成（各史料の解読）
第27回 修士論文作成（各史料の分析）
第28回 修士論文作成（史料の位置づけ）
第29回 修士論文作成（構成等の検討）
第30回 後期まとめ

○準備学習の内容
テキスト・参考資料・関連史料をあらかじめ，よく読

みこんでくること。
○テ キ ス ト

演習の中で適宜指示します。
○参考書・参考資料等

演習の中で適宜指示します。
○学生に対する評価

討論への参加，報告の内容によって評価します。
課題の評価結果については個々に講評する。

経済政策史特殊講義Ⅱ
⚔単位 石 井 健

○授業の到達目標及びテーマ
近世西洋社会の特徴の一つである奉公人制度につい

て，イギリスを事例に，その実態と歴史的意義を理解す
る。

テーマ：近世イギリス社会における奉公人制度の研究
○授業の概要

テキストの輪読と討論を通じて，近世イギリス社会に
おける家内奉公人および農業奉公人の実態を検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 家内奉公人に関する先行研究の整理
第⚓回 家内奉公人像をめぐって
第⚔回 奉公人の自画像
第⚕回 雇用と奉公⑴
第⚖回 雇用と奉公⑵
第⚗回 奉公人の消費生活⑴
第⚘回 奉公人の消費生活⑵
第⚙回 宗教と社会工学
第10回 家庭内の秩序と騒動⑴
第11回 家庭内の秩序と騒動⑵
第12回 いわゆる「奉公人問題」について
第13回 奉公人と法⑴
第14回 奉公人と法⑵
第15回 家内奉公人の歴史的意義
第16回 中間まとめ
第17回 農業奉公人に関する先行研究の整理
第18回 農業奉公人のひろがり⑴
第19回 農業奉公人のひろがり⑵
第20回 生活と仕事⑴
第21回 生活と仕事⑵
第22回 雇用と移動⑴
第23回 雇用と移動⑵
第24回 年季入りと年季明け⑴
第25回 年季入りと年季明け⑵
第26回 農業奉公人制度の変容⑴
第27回 農業奉公人制度の変容⑵
第28回 農業奉公人制度の終焉⑴
第29回 農業奉公人制度の終焉⑵
第30回 奉公人制度研究の総括

○準備学習の内容
テキストを熟読の上，毎回要約ノートを作成しておく

こと。
○テ キ ス ト

R. C. Richardson, Household servants in early modern
England (2010)

Ann Kussmaul, Servants in husbandry in early modern
England (1981)

○参 考 書
その都度紹介する。

○学生に対する評価
報告内容，および討論への参加具合を総合的に判断す

る。
課題の評価結果については個々に講評する。
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経済政策史特殊講義Ⅱ演習⚑
⚔単位 石 井 健

○授業の到達目標及びテーマ
近世西洋社会の特徴の一つである奉公人制度につい

て，イギリスを事例に，その実態と歴史的意義を理解す
る。

テーマ：近世イギリス社会における奉公人制度の研究
○授業の概要

前半では，テキストの輪読と通じて，徒弟制度の全容
とその変遷について検討する。後半では， 修士論文作
成にあたって必要な研究方法等を学ぶ。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 問題の所在
第⚓回 輪読⑴：イギリスにおける徒弟制度の特質⑴
第⚔回 輪読⑵：イギリスにおける徒弟制度の特質⑵
第⚕回 輪読⑶：キャリアの選択⑴
第⚖回 輪読⑷：キャリアの選択⑵
第⚗回 輪読⑸：教育と訓練
第⚘回 輪読⑹：貧民と慈善徒弟制度
第⚙回 輪読⑺：労働と余暇
第10回 研究テーマの検討
第11回 輪読⑻：サーヴィス産業と専門職
第12回 輪読⑼製造業⑴
第13回 輪読⑽製造業⑵
第14回 輪読⑾繊維産業
第15回 一学期中間まとめ：研究テーマの仮決定
第16回 先行研究の報告と研究テーマの再検討
第17回 輪読⑿：徒弟の不満と逸脱行為
第18回 輪読⒀：親方との関係
第19回 輪読⒁：徒弟修業明け
第20回 輪読⒂：徒弟制度の衰退
第21回 修士論文のテーマ決定
第22回 文献収集の方法
第23回 史料収集の方法
第24回 歴史学研究法の検討⑴
第25回 歴史学研究法の検討⑵
第26回 史料読解の練習⑴
第27回 史料読解の練習⑵
第28回 史料読解の練習⑶
第29回 修士論文の中間報告
第30回 総括

○準備学習の内容
テキストを熟読の上，毎回要約ノートを作成しておく

こと。
○テ キ ス ト

Joan Lane, Apprenticeship in England 1600-1914
(1996)

○参 考 書
その都度紹介する。

○学生に対する評価
報告内容，および討論への参加具合を総合的に判断す

る。
課題の評価結果については個々に講評する。

経済政策史特殊講義Ⅱ演習⚒
⚔単位 石 井 健

○授業の到達目標及びテーマ
演習⚑をふまえ，修士論文を完成させる。
テーマ：近世イギリス社会における奉公人制度の研究

○授業の概要
各自の研究テーマに関連した文献・史料の輪読を進め

つつ，適宜，研究成果の報告を行い，修士論文の完成を
目指す。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 修士論文の中間報告⑴
第⚓回 研究テーマに関連した文献の講読⑴
第⚔回 研究テーマに関連した文献の講読⑵
第⚕回 研究テーマに関連した文献の講読⑶
第⚖回 修士論文の中間報告⑵
第⚗回 研究テーマに関連した文献の講読⑷
第⚘回 研究テーマに関連した文献の講読⑸
第⚙回 研究テーマに関連した文献の講読⑹
第10回 修士論文の中間報告⑶
第11回 研究テーマに関連した史料の講読⑴
第12回 研究テーマに関連した史料の講読⑵
第13回 研究テーマに関連した史料の講読⑶
第14回 修士論文の中間報告⑷
第15回 一学期中間まとめ
第16回 研究の進捗状況報告
第17回 研究テーマに関連した史料の講読⑷
第18回 研究テーマに関連した史料の講読⑸
第19回 研究テーマに関連した史料の講読⑹
第20回 修士論文の中間報告⑸
第21回 研究テーマに関連した文献の講読⒀
第22回 研究テーマに関連した文献の講読⒁
第23回 研究テーマに関連した文献の講読⒂
第24回 修士論文作成指導⑴
第25回 修士論文作成指導⑵
第26回 修士論文作成指導⑶
第27回 修士論文作成指導⑷
第28回 修士論文作成指導⑸
第29回 修士論文の最終確認
第30回 総括

○準備学習の内容
テキストを熟読の上，毎回要約ノートを作成しておく

こと。また，各自の研究テーマに即した文献の収集，な
らびにその分析と報告の準備をしておくこと。

○テ キ ス ト
参加者と相談の上，決定する。

○参 考 書
その都度紹介する。

○学生に対する評価
報告内容，および討論への参加具合を総合的に判断す

る。
課題の評価結果については個々に講評する。
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農業政策特殊講義
⚔単位 宮 入 隆

○授業の到達目標及びテーマ
現代農業問題と農産物流通の現状分析による品目別特

徴の理解
○授業の概要

本講義では，グローバリゼーション進展下での農業問
題について基本的理解を深めるともに，農産物流通の分
析を通して，米，青果物，畜産物等の品目別商品特性や
市場構造を明らかにし，制度的課題について検討する。
基本的に，テキストに沿って輪読形式で進めていく。

○授 業 計 画
第⚑回 前期講義ガイダンス
第⚒回 食料・農業と経済学
第⚓回 フード・セキュリティ①（食料と人口）
第⚔回 フード・セキュリティ②（先進国と途上国）
第⚕回 経済発展と農業①（戦前～農地改革）
第⚖回 経済発展と農業②（高度経済成長以後～）
第⚗回 経済発展と農業③（市場経済と農業）
第⚘回 経済成長と食生活①（食生活の変化）
第⚙回 経済成長と食生活②（自給率と自給力）
第10回 農業の成長と技術進歩①（労働生産性と土地生

産性）
第11回 農業の成長と技術進歩②（農業の技術と規模）
第12回 環境と資源の時代
第13回 農業とコミュニティ
第14回 農政の開かれた議論のために
第15回 前期総括
第16回 後期講義ガイダンス
第17回 今日の食品流通の捉え方
第18回 食品流通の仕組みと価格形成
第19回 食品の流通機構
第20回 米流通と政策
第21回 卸売市場流通
第22回 青果物流通
第23回 水産物流通
第24回 食肉流通
第25回 牛乳・乳製品
第26回 小麦・大豆・飼料
第27回 農産物の輸出入
第28回 食品安全と流通
第29回 食品流通と環境問題
第30回 後期総括

○準備学習の内容
テキストを読み込み，関連する文献もサーヴェイして，

各自が疑問点・論点を持って講義に参加すること。
○テ キ ス ト

生源寺眞一『農業と人間─食と農の未来を考える』岩
波書店，2013 年。

日本農業市場学会編『食料・農産物の流通と市場Ⅱ』
筑波書房，2008 年。

○参 考 書
授業においてその都度紹介する。

○学生に対する評価
授業内容の理解度と講義への参加状況（報告と討論）

を総合的に判断する。
課題の評価結果については個々に講評する。

農業政策特殊講義演習⚑
⚔単位 宮 入 隆

○授業の到達目標及びテーマ
農業市場研究の分析手法と研究動向の把握

○授業の概要
本演習では，論文のサーヴェイを通じて，農業市場研

究の分析手法を学ぶとともに，研究動向から現時点での
到達点と課題を探っていく。この演習により各自の論文
テーマを明確化していくことが最終目標となる。そのた
め，受講者の問題関心や研究テーマによって，進度や内
容は柔軟に対応する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス─演習の進め方
第⚒回 卒業研究報告
第⚓回 論文サーヴェイの方法（第⚑回）生産構造
第⚔回 論文サーヴェイの方法（第⚒回）流通構造
第⚕回 農業市場学の分析視角
第⚖回 農産物流通論①（米流通）
第⚗回 農産物流通論②（卸売市場）
第⚘回 農産物流通論③（畜産物流通）
第⚙回 農産物流通論④（産直論）
第10回 農産物流通論⑤（産地形成論）
第11回 米市場再編
第12回 卸売市場再編と青果物流通
第13回 スーパー主導型小売市場再編と青果物
第14回 牛乳・乳製品市場
第15回 前期総括─修論テーマ設定に向けて
第16回 修士論文テーマの確定・報告
第17回 加工農産物市場
第18回 水産物市場
第19回 農地市場
第20回 農業労働市場
第21回 農業生産財市場（飼料）
第22回 農業生産財市場（肥料・農薬）
第23回 農業静脈市場
第24回 多国籍アグリビジネス
第25回 食料品市場とフードビジネス
第26回 農産物・食品流通研究の方法と現代的課題
第27回 修士論文作成に向けた文献サーヴェイ
第28回 修士論文作成に向けた文献紹介
第29回 修士論文中間報告会（目次構成案）
第30回 後期総括

○準備学習の内容
テキストの内容に沿って各自が関連論文をサーヴェイ

し，先行研究の流れを把握してから演習に参加すること。
○テ キ ス ト

美土路・玉・泉谷編著『食料・農業市場研究の到達点
と展望』筑波書房，2013 年。

○参 考 書
荏開津・中安編『農業経済研究の動向と展望』富民協

会，1996 年。
阿部真也ほか編著『流通研究の現状と課題』ミネルヴァ

書房，1995 年。
（その他にも演習内で紹介する）

○学生に対する評価
報告レジュメの内容や演習への参加状況を総合的に判

断する。
課題の評価結果については個々に講評する。

─ 15 ─

修

士

課

程



農業政策特殊講義演習⚒
⚔単位 宮 入 隆

○授業の到達目標及びテーマ
修士論文の完成に向けた農業市場調査・研究手法の習

得
○授業の概要

本演習では，各自の研究課題に沿って，統計資料の整
理，調査設計，調査報告等を進めることで修士論文の完
成を目指し，その過程で研究手法を習得していく。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス（スケジュール確認）
第⚒回 論文作成の進め方について
第⚓回 研究テーマの明確化⚑（これまでの成果）
第⚔回 研究テーマの明確化⚒（テーマの確定）
第⚕回 第⚑回中間報告会（研究構想報告）
第⚖回 研究設計に関する検討会（目次構成案）
第⚗回 統計資料の収集（報告）
第⚘回 統計資料の分析⚑（農業センサス）
第⚙回 統計資料の分析⚒（流通関係）
第10回 第⚒回中間報告会
第11回 調査設計の検討会⚑（調査の構想）
第12回 調査設計の検討会⚒（調査先確定）
第13回 調査設計の検討会⚓（調査内容）
第14回 第⚓回中間報告会
第15回 前期総括─夏休みのスケジュール確認
第16回 後期ガイダンス（スケジュール確認）
第17回 研究・調査の進捗状況について
第18回 実態調査報告
第19回 調査内容の取りまとめ（方針検討）
第20回 調査内容の取りまとめ（内容検討）
第21回 第⚔回中間報告会（全体構想確認）
第22回 序章内容の検討（背景と課題確定）
第23回 統計資料分析の内容検討
第24回 実態分析の内容検討
第25回 修士論文の全体像を確認
第26回 第⚕回中間報告会（結論と考察）
第27回 論文の修正内容の確認
第28回 修士論文の最終確認
第29回 発表会のプレゼン練習
第30回 後期総括

○準備学習の内容
修士論文の作成のスケジュール管理を適切に行い，指

摘を受けた修正点などについて，次回までに必ずチェッ
クし，修正すること。

○テ キ ス ト
特になし

○参 考 書
その都度紹介する。

○学生に対する評価
完成した論文および演習への参加状況（報告，討論，

コメント）を総合的に判断する。
課題の評価結果については個々に講評する。

中小企業政策特殊講義
⚔単位 山 田 誠 治

○授業の到達目標及びテーマ
資本主義的な社会関係の中での中小企業理解の基礎の

学習
○授業の概要

社会科学の基礎概念から，企業とその規模別の差，お
よびその政策の国際比較などを通じ，現代資本主義のも
とでの中小企業の理解の基礎概念について，多面的に学
習する。

○授 業 計 画
第⚑回 社会的関係と企業・労働⑴～基礎的概念の理解
第⚒回 社会的関係と企業・労働⑵～グローバル化の影

響
第⚓回 社会的関係と企業・労働⑶～問題設定
第⚔回 社会的関係と企業・労働⑷～理論的潮流
第⚕回 社会的関係と企業・労働⑸～日常生活と社会関

係
第⚖回 社会的関係と企業・労働⑹～全体像の総括
第⚗回 格差のとらえ方⑴～高齢化と経営労働の変化
第⚘回 格差のとらえ方⑵～家族経営と法人
第⚙回 格差のとらえ方⑶～事業継承問題
第10回 格差のとらえ方⑷～階層のとらえ方
第11回 格差のとらえ方⑸～賃金格差
第12回 格差のとらえ方⑹～グローバル化のもとでの格

差
第13回 格差のとらえ方⑺～ジェンダー視点でみる格差
第14回 格差のとらえ方⑻～マイノリティ・ビジネスの

背景
第15回 格差のとらえ方⑼～全体像の小括
第16回 社会制度と企業⑴～企業とネットワーク
第17回 社会制度と企業⑵～企業間関係
第18回 社会制度と企業⑶～教育制度と企業
第19回 社会制度と企業⑷～企業の労使関係
第20回 社会制度と企業⑸～サービス分野と起業
第21回 社会制度と企業⑹～中小企業政策
第22回 社会制度と企業⑺～都市化の進展と企業
第23回 社会制度と企業⑻～環境問題と企業
第24回 社会制度と企業⑼～全体像の小括
第25回 国際比較⑴～アメリカの中小企業政策
第26回 国際比較⑵～EU の中小企業政策…北欧・イギ

リス
第27回 国際比較⑶～EU の中小企業政策…大陸

ヨーロッパ
第28回 国際比較⑷～日本の中小企業政策
第29回 国際比較⑸～アジアの中小企業政策
第30回 国際比較⑹～全体像の小括

○準備学習の内容
基礎概念の理解が目的なので，各授業で輪読するテキ

ストの章について，事前に読了し，専門用語について事
前に理解し，考察を加え，論点を整理しておくこと。

○テ キ ス ト
アンソニー・ギデンス『社会学：第五版』而立書房，

2010 年，3600 円。
○参 考 書

その都度指定する。
○学生に対する評価

基礎的な概念についての理解度で評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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中小企業政策特殊講義演習⚑
⚔単位 山 田 誠 治

○授業の到達目標及びテーマ
中小企業研究の動向と論点を理解すること

○授業の概要
日本的と言われる中小企業の問題を理解するために，

これまでの中小企業研究で取り上げられてきたテーマの
サーベイと論点の検証を行い，中小企業分析の方法につ
いて学習する。

○授 業 計 画
第⚑回 中小企業研究の方法⑴ ─研究の概観の把握
第⚒回 中小企業研究の方法⑵ ─論点と検証
第⚓回 理論・本質論的研究⑴ ─研究の概観の把握
第⚔回 理論・本質論的研究⑵ ─論点と検証
第⚕回 経営的研究⑴ ─研究の概観の把握
第⚖回 経営的研究⑵ ─論点と検証
第⚗回 歴史的研究⑴ ─研究の概観の把握
第⚘回 歴史的研究⑵ ─論点と検証
第⚙回 中小企業と生産・技術の研究⑴ ─研究の概観

の把握
第10回 中小企業と生産・技術の研究⑵ ─論点と検証
第11回 中小企業と市場・流通の研究⑴ ─研究の概観

の把握
第12回 中小企業と市場・流通の研究⑵ ─論点と検証
第13回 中小企業と雇用・労働・労務の研究⑴ ─研究

の概観の把握
第14回 中小企業と雇用・労働・労務の研究⑵ ─論点

と検証
第15回 中小企業と金融の研究⑴ ─研究の概観の把握
第16回 中小企業と金融の研究⑵ ─論点と検証
第17回 中小製造業の研究⑴ ─研究の概観の把握
第18回 中小製造業の研究⑵ ─論点と検証
第19回 中小商業の研究⑴ ─研究の概観の把握
第20回 中小商業の研究⑵ ─論点と検証
第21回 中小サービス業の研究⑴ ─研究の概観の把握
第22回 中小サービス業の研究⑵ ─論点と検証
第23回 中小建設業の研究⑴ ─研究の概観の把握
第24回 中小建設業の研究⑵ ─論点と検証
第25回 中小運輸業の研究⑴ ─研究の概観の把握
第26回 中小運輸業の研究⑵ ─論点と検証
第27回 起業の研究⑴ ─研究の概観の把握
第28回 起業の研究⑵ ─論点と検証
第29回 社会的起業の研究⑴ ─研究の概観の把握
第30回 社会的起業の研究⑵ ─論点と検証

○準備学習の内容
中小企業研究のそれぞれの分野のサーベイを行うこと

が目的なので，各回の分野について研究上必要なテーマ
を中心に事前に資料収集し，論点を整理し，議論の準備
をすること。

○テ キ ス ト
『日本の中小企業研究 2000－2009』同友館。

○参 考 書
その都度指定する。

○学生に対する評価
基礎的な概念についての理解度で評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

中小企業政策特殊講義演習⚒
⚔単位 山 田 誠 治

○授業の到達目標及びテーマ
中小企業についての研究

○授業の概要
中小企業についての個別テーマからの研究

○授 業 計 画
第⚑回 研究分野についてのサーベイと資料収集⑴
第⚒回 研究分野についてのサーベイと資料収集⑵
第⚓回 研究分野についてのサーベイと資料収集⑶
第⚔回 研究分野についてのサーベイと資料収集⑷
第⚕回 テーマに関する基礎文献の学習⑴
第⚖回 テーマに関する基礎文献の学習⑵
第⚗回 テーマに関する基礎文献の学習⑶
第⚘回 テーマに関する基礎文献の学習⑷
第⚙回 テーマに関する基礎文献の学習⑸
第10回 テーマに関する基礎文献の学習⑹
第11回 サーベイ論文の検討⑴
第12回 サーベイ論文の検討⑵
第13回 サーベイ論文の検討⑶
第14回 サーベイ論文の検討⑷
第15回 サーベイ論文の検討⑸
第16回 論点の探求・整理と資料の検討・収集⑴
第17回 論点の探求・整理と資料の検討・収集⑵
第18回 論点の探求・整理と資料の検討・収集⑶
第19回 論点の探求・整理と資料の検討・収集⑷
第20回 論点の探求・整理と資料の検討・収集⑸
第21回 論点の探求・整理と資料の検討・収集⑹
第22回 論点の探求・整理と資料の検討・収集⑺
第23回 論文の論点と構成の検討⑴
第24回 論文の論点と構成の検討⑵
第25回 論文の論点と構成の検討⑶
第26回 論文の論点と構成の検討⑷
第27回 論文の論点と構成の検討⑸
第28回 論文の論点と構成の検討⑹
第29回 論文の最終点検⑴
第30回 論文の最終点検⑵

○準備学習の内容
自分の研究テーマに即した個別テーマについて，文献

収集・その考察と論点整理，さらにその深化の作業を行
い，修士論文の作成の準備を積み上げていくこと。

○テ キ ス ト
関係資料をその都度選択する。

○参 考 書
その都度指定する。

○学生に対する評価
修士論文の到達点により評価。
課題の評価結果については個々に講評する。
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金融政策特殊講義Ⅰ
⚔単位 宇 土 至 心

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：金融論の基本的内容を理解したうえで，日本

の金融政策について理解する
テ ー マ：金融論とは何か。金融政策とは何か。

○授業の概要
前半は金融論の基本的知識を習得あるいは確認するこ

とを目的に，金融論の全体像を学習する。後半は主とし
て金融政策を取り上げ，これまでに日本銀行がどのよう
な金融政策を採用してきたのか，またどのような効果が
あったのかについて学ぶ。

○授 業 計 画
第⚑回 前期授業のガイダンス
第⚒回 貨幣
第⚓回 金融業務
第⚔回 金融機関
第⚕回 金融市場
第⚖回 金利
第⚗回 デリバティブ
第⚘回 資金循環
第⚙回 決済システム
第10回 金融政策
第11回 プルーデンス政策
第12回 金融制度
第13回 外国為替
第14回 国際金融
第15回 前半のまとめ
第16回 後期授業のガイダンス
第17回 金融政策について
第18回 金融政策の決定と実行
第19回 伝統的金融政策の手法
第20回 伝統的金融政策の効果
第21回 非伝統的金融政策の手法
第22回 ゼロ金利政策とマイナス金利政策
第23回 量的緩和政策と質的緩和政策
第24回 非伝統的金融政策の効果
第25回 マイナス金利政策の影響
第26回 インフレ目標政策
第27回 金融政策と財政・為替政策
第28回 中央銀行の諸問題
第29回 デフレに対する政策
第30回 まとめ

○準備学習の内容
テキストを熟読し，レジュメを作成する。そのうえで，

授業での討論に備える。準備等に⚔時間程度を要する。
学部レベルの経済学（特にミクロ経済学とマクロ経済

学）についても十分に理解しておく。
○テ キ ス ト

最終的には履修者と相談のうえで決定するが，以下の
書籍の使用を予定している。

島村高嘉・中島真志（2020）『金融読本（第 31 版）』東
洋経済新報社。

湯本雅士（2013）『金融政策入門』岩波新書。
岩田一政・日本経済研究センター編（2014）『量的・質

的金融緩和』日本経済新聞出版社。
宮尾龍蔵（2016）『非伝統的金融政策』有斐閣。

○参 考 書
必要に応じて，授業の中で指示する。

○学生に対する評価
報告の内容，討論への参加などをふまえて総合的に評

価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

金融政策特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 宇 土 至 心

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：金融恐慌の発生メカニズムとそれに対する金

融システムの対応を理解する
テ ー マ：20 世紀の米国における金融恐慌

○授業の概要
20 世紀の米国で起きた金融危機や金融恐慌を振り返

りながら，金融恐慌の発生メカニズムとそれに対する通
貨当局の対応について考察する。前半は 20 世紀前半の
⚒つの恐慌，1907 年恐慌と 1929 年恐慌を考察する。後
半は 20 世紀後半の頻発する金融危機を考察する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 修士論文の研究テーマの設定
第⚓回 1907 年恐慌①：金融システムへの影響
第⚔回 1907 年恐慌②：信用ṧ迫
第⚕回 1907 年恐慌③：金融引締と最後の貸し手
第⚖回 1907 年恐慌④：取り付け騒ぎと証券取引所の危

機
第⚗回 1907 年恐慌⑤：金融市場の混乱
第⚘回 1907 年恐慌⑥：金融恐慌への対応と救済措置
第⚙回 1907 年恐慌⑦：1907 年恐慌のまとめ
第10回 修士論文の進捗状況の確認①
第11回 1929 年恐慌①：投資家と通貨当局
第12回 1929 年恐慌②：金融機関
第13回 1929 年恐慌③：大恐慌前の米国
第14回 1929 年恐慌④：証券市場の大暴落
第15回 前半のまとめ
第16回 1929 年恐慌⑤：事態の悪化
第17回 1929 年恐慌⑥：大恐慌の影響
第18回 1929 年恐慌⑦：大恐慌の原因と結果
第19回 1929 年恐慌⑧：1929 年恐慌のまとめ
第20回 修士論文の進捗状況の確認②
第21回 1966 年の信用ṧ迫
第22回 1970 年の金融危機
第23回 1974 年の金融危機
第24回 1980 年の銀恐慌
第25回 1982 年恐慌
第26回 1982 年恐慌後の動き
第27回 投機的な貸付と投資
第28回 金融システムの変化
第29回 金融恐慌の理論モデル
第30回 修士論文の進捗状況の確認③

○準備学習の内容
テキストを熟読し，レジュメを作成する。そのうえで，

授業での討論に備える。準備等に⚔時間程度を要する。
研究テーマについて研究を進め，定期的に実施する修

士論文の進捗確認に向けて備える。
○テ キ ス ト

最終的には履修者と相談のうえで決定するが，以下の
書籍の使用を予定している。

R. F. ブルナー・S. D. カー著，雨宮寛・今井章子訳（2016）
『金融恐慌 1907』東洋経済新報社。

J. K. ガルブレイス著，村井章子訳（2008）『大暴落 1929』
日経 BP 社。

M. H. ウォルフソン著，野下保利ら訳（1995）『金融恐
慌』日本経済評論社。

○参 考 書
必要に応じて，授業の中で指示する。

○学生に対する評価
報告の内容，討論への参加などをふまえて総合的に評

価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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金融政策特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 宇 土 至 心

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：金融論に関連する研究テーマを設定し，修士

論文を完成させる
テ ー マ：20 世紀前半の米国における金融論および財

務論の理論的展開
○授業の概要

履修者が自ら設定した研究テーマに対して，さらに研
究を進め，最終的に修士論文を完成させることを目的と
する。授業は，履修者による修士論文の進捗状況の報告，
先行研究やデータ・資料の検討，文献の輪読を中心に進
める。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 研究テーマの決定
第⚓回 修士論文の進捗状況の確認①
第⚔回 修士論文の章節構成の検討①
第⚕回 参考文献の確認①
第⚖回 先行研究の分析①
第⚗回 分析対象と分析手法の検討①
第⚘回 研究テーマの再検討
第⚙回 修士論文の進捗状況の確認②
第10回 中間報告会の準備①
第11回 中間報告会の準備②
第12回 修士論文の章節構成の検討②
第13回 参考文献の確認②
第14回 先行研究の分析②
第15回 分析対象と分析手法の検討②
第16回 ガイダンス
第17回 修士論文の進捗状況の確認③
第18回 修士論文の章節構成の検討③
第19回 参考文献の確認③
第20回 先行研究の分析③
第21回 分析対象と分析手法の検討③
第22回 修士論文全体の報告①
第23回 章節ごとの内容検討①
第24回 章節ごとの内容検討②
第25回 序章・終章の検討
第26回 参考文献および図表の確認
第27回 修士論文全体の報告②
第28回 修士論文完成に向けての最終チェック
第29回 修士論文全体の報告③
第30回 まとめ

○準備学習の内容
自ら研究テーマを設定し，分析を進める。研究過程で

見つかった問題点や授業中に指導された改善点に対して
は次の授業時までに必ず修正し，報告する。準備等に⚔
時間程度を要する。

○テ キ ス ト
必要に応じて，授業の中で指示する。

○参 考 書
必要に応じて，授業の中で指示する。

○学生に対する評価
報告の内容，修士論文などをふまえて総合的に評価す

る。
課題の評価結果については個々に講評する。

開発政策特殊講義Ⅰ
⚔単位 早 尻 正 宏

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：地域問題の発生要因を理解し，その解決策を

考える
テ ー マ：「開発」を捉え直す

○授業の概要
開発政策の理論を整理した上で，欧米諸国と日本の実

践例を検証し，持続可能な地域開発のあり方を構想する。
○授 業 計 画

第⚑回 地域問題の発生要因を考える⑴
第⚒回 地域問題の発生要因を考える⑵
第⚓回 開発政策の理論⑴
第⚔回 開発政策の理論⑵
第⚕回 開発政策の手法
第⚖回 アメリカ：西部開発と北海道開拓⑴
第⚗回 アメリカ：西部開発と北海道開拓⑵
第⚘回 アメリカ：世界恐慌と TVA
第⚙回 イギリス：世界恐慌と地域問題
第10回 イギリス：SAA（特別地帯法）
第11回 イタリア：南北問題と開発計画
第12回 イタリア：南北問題と社会関係資本
第13回 EU：地域間格差の拡大と地域振興策
第14回 EU：条件不利地域の開発政策
第15回 開発政策の国際比較
第16回 近代日本の開発政策
第17回 東北振興計画と戦時国土計画
第18回 戦後混乱期の開発政策
第19回 高度経済成長期の全国総合開発計画
第20回 オイルショック後の全国総合開発計画
第21回 プラザ合意後の全国総合開発計画
第22回 「構造改革」と地域問題
第23回 国土形成計画⑴
第24回 国土形成計画⑵
第25回 地域消滅論と「地方創生」
第26回 北海道の地域再生⑴
第27回 北海道の地域再生⑵
第28回 北海道のエネルギー問題⑴
第29回 北海道のエネルギー問題⑵
第30回 人間発達の開発政策

○準備学習の内容
テキストを読み込み，論点を整理して臨むこと。

○テ キ ス ト
小田清『地域問題をどう解決するのか─地域開発政

策概論』（日本経済評論社，2013 年）
○参 考 書

適宜指示する。
○学生に対する評価

報告の内容や討論への参加によって評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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開発政策特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 早 尻 正 宏

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：地域経済の仕組みを理解し，持続可能な地域

経済のあり方を構想する
テ ー マ：持続可能な地域経済

○授業の概要
近代から現代に至る日本経済の歴史を整理した上で，

地域開発の展開過程を検証する。
○授 業 計 画

第⚑回 近代日本の経済社会と国土利用
第⚒回 近代日本の開発政策：北海道⑴
第⚓回 近代日本の開発政策：北海道⑵
第⚔回 近代日本の開発政策：北海道⑶
第⚕回 近代日本の開発政策：東北
第⚖回 戦時期の国土開発計画
第⚗回 戦後混乱期の開発政策
第⚘回 国土総合開発法の制定
第⚙回 特定地域の開発計画
第10回 全国総合開発計画の内容と成果
第11回 新全国総合開発計画の内容と成果
第12回 第⚓次全国総合開発計画の内容と成果
第13回 第⚔次全国総合開発計画の内容と成果
第14回 「⚕全総」の内容と成果
第15回 全総計画の理念と限界
第16回 「失われた 20 年」と地域問題⑴
第17回 「失われた 20 年」と地域問題⑵
第18回 「構造改革」と格差問題
第19回 国土形成計画法の制定
第20回 第⚑次国土形成計画の内容と成果
第21回 民主党政権と地域主権
第22回 東日本大震災と原子力災害
第23回 津波被災地の復興問題
第24回 原子力災害からの地域復興⑴
第25回 原子力災害からの地域復興⑵
第26回 地方消滅論と開発政策
第27回 「地方創生」の論理と実際⑴
第28回 「地方創生」の論理と実際⑵
第29回 第⚒次国土形成計画の内容と成果
第30回 持続可能な地域経済をどう実現するか

○準備学習の内容
テキストを読み込み，論点を整理して臨むこと。

○テ キ ス ト
なし

○参 考 書
濱田武士・小山良太・早尻正宏『福島に農林漁業をと

り戻す』（みすず書房，2015 年）
○学生に対する評価

報告の内容や討論への参加によって評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

開発政策特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 早 尻 正 宏

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：衰退地域の開発問題を理解し，その解決策を

考える
テ ー マ：地域経済

○授業の概要
イギリスと北日本を事例地として地域経済の展開過程

を整理し，衰退地域の再生問題を検証する。
○授 業 計 画

第⚑回 先進諸国の地域問題
第⚒回 地域開発を誰がどう進めるか
第⚓回 開発政策における「政府」の役割
第⚔回 開発政策における「協同」の役割
第⚕回 イギリスの地域政策の歴史
第⚖回 サッチャー政権期の地域政策⑴
第⚗回 サッチャー政権期の地域政策⑵
第⚘回 ブレア政権期の地域政策⑴
第⚙回 ブレア政権期の地域政策⑵
第10回 キャメロン政権期の地域政策
第11回 EU 離脱後の地域政策の行方
第12回 協同セクターと地域再生：イギリス南部
第13回 協同セクターと地域再生：イギリス北部の衰退

地域
第14回 協同セクターと地域再生：イギリス北部の旧産

炭地
第15回 イギリスにみる地域開発の行方
第16回 近現代日本の周辺地域の開発問題
第17回 明治前半の北海道開発
第18回 明治後半の北海道開発
第19回 戦前期の北海道開発
第20回 戦後初期の北海道開発：石炭資源と農林漁業
第21回 高度成長期の北海道開発：重厚長大産業
第22回 低成長期の北海道開発：リゾート開発
第23回 人口減少時代の北海道開発：環境保全
第24回 戦前の東北開発
第25回 戦後の東北開発：福島県の電源開発
第26回 原子力災害と地域問題
第27回 原子力災害からの地域再生：生業の再生
第28回 原子力災害からの地域再生：コミュニティの再

生
第29回 原子力災害からの地域再生：再生可能エネル

ギー
第30回 周辺地域発の開発政策

○準備学習の内容
テキストを読み込み，論点を整理して臨むこと。

○テ キ ス ト
なし

○参 考 書
濱田武士・小山良太・早尻正宏『福島に農林漁業をと

り戻す』（みすず書房，2015 年）
○学生に対する評価

報告の内容や討論への参加によって評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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環境政策特殊講義
⚔単位 浅 妻 裕

○授業の到達目標及びテーマ
テ ー マ：国際化する環境問題と環境政策の課題
到達目標：経済学の基礎理論をふまえて国際的な環境政

策を理解すること
○授業の概要

経済のグローバル化が進む中で公害・環境問題は複雑
化しており，環境政策も多様な領域にわたるものとなっ
ている。持続可能な社会づくりに向け政策の発展が望ま
れる。本講義ではこれらの政策のうち，国際的な視点を
有するものを中心的にフォローする。

○授 業 計 画
第⚑回 講義内容・履修者の確認とイントロダクション
第⚒回 廃棄物・リサイクル①国際リサイクル─問題関

心の変化と分析枠組み─
第⚓回 廃棄物・リサイクル②再生資源循環の国際化と

政策課題
第⚔回 廃棄物・リサイクル③各国の再生資源・有害廃

棄物管理法制
第⚕回 廃棄物・リサイクル④再生資源・有害廃棄物の

越境移動に関する国際的管理に向けて
第⚖回 廃棄物・リサイクル⑤国際リユースの課題
第⚗回 地球温暖化問題①：地球温暖化問題の経緯
第⚘回 地球温暖化問題②環境政策におけるポリシー・

ミックス分析の意義
第⚙回 地球温暖化問題③ポリシー・ミックスの理論
第10回 地球温暖化問題④排出量取引制度の理論と実際
第11回 地球温暖化問題⑤技術革新とポリシー・ミック

ス
第12回 国際環境協力①環境共同体としての日中韓
第13回 国際環境協力②環境破壊の相互輸出
第14回 国際環境協力③日中韓環境問題の共通点
第15回 国際環境協力④各国が直面する深刻な環境問題
第16回 国際環境協力⑤未来に向けた取り組み
第17回 交通政策①世界的なモータリゼーションの進展
第18回 交通政策②地球温暖化問題と交通
第19回 交通政策③交通権と公共交通
第20回 交通政策④持続可能な都市づくりと交通─ドイ

ツの事例─
第21回 交通政策⑤持続可能な都市づくりと交通─フラ

ンスの事例─
第22回 交通政策⑥高速鉄道網の世界的拡充と車輌市場
第23回 交通政策⑦アジアの爆発的都市化と交通インフ

ラ
第24回 エネルギー政策①エネルギー安全保障論
第25回 エネルギー政策②原子力発電促進の政治経済的

背景
第26回 エネルギー政策③各電源の発電単価
第27回 エネルギー政策④再生可能エネルギー導入の国

際動向
第28回 エネルギー政策⑤再生可能エネルギーに関する

制度の国際比較
第29回 廃棄物・リサイクル⑥国際的な自動車リサイク

ルとその課題
第30回 廃棄物・リサイクル⑦国際的な自動車リユース

とその課題
○準備学習の内容

環境経済学，環境政策論に関わる基礎的な素養が求め
られるため，この分野の入門者向けのテキストを数冊読

んでおくこと。
○テ キ ス ト

事前には特に指定しない
○参 考 書

寺西俊一編（2003）『新しい環境経済政策』東洋経済新
報社 他

○学生に対する評価
講義内容の理解度
課題の評価結果については個々に講評する。
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環境政策特殊講義演習⚑
⚔単位 浅 妻 裕

○授業の到達目標及びテーマ
テ ー マ：再生可能エネルギーの政治経済学
到達目標：原子力発電のコスト構造の解明と再生可能エ

ネルギーとの比較検討ができること
○授業の概要

従来のエネルギー政策を批判的に分析し，各国や日本
の諸地域で進められている再生可能エネルギー政策の動
向と現実から，エネルギー政策の転換の方向性を見出す。

○授 業 計 画
第⚑回 講義内容・履修者の確認とイントロダクション
第⚒回 新しい環境・エネルギー政策を切り拓く
第⚓回 なぜ日本では原子力発電が拡大したか⑴ 日本

の原子力開発政策と国家財政
第⚔回 なぜ日本では原子力発電が拡大したか⑵ エネ

ルギー安全保障
第⚕回 原子力発電は本当に安いのか⑴ 発電の総費用

に関する考え方
第⚖回 原子力発電は本当に安いのか⑵ 有価証券報告

書総覧に基づく発電単価の計算
第⚗回 原子力発電は本当に安いのか⑶ 開発単価・立

地単価の計算
第⚘回 原子力発電は本当に安いのか⑷ 事故のリスク

とコスト
第⚙回 将来に莫大なツケを残す再処理政策⑴ 核燃料

リサイクルと放射性廃棄物処分の関係
第10回 将来に莫大なツケを残す再処理政策⑵ バック

エンド費用の検討
第11回 将来に莫大なツケを残す再処理政策⑶ 再処理

政策と地域経済・社会
第12回 将来に莫大なツケを残す再処理政策⑷ 海外の

再処理政策
第13回 未来を拓く再生可能エネルギー⑴ 再生可能エ

ネルギーの果たす役割
第14回 未来を拓く再生可能エネルギー⑵ 普及を阻害

してきた要因の検討
第15回 未来を拓く再生可能エネルギー⑶ 普及が進む

再生可能エネルギー
第16回 未来を拓く再生可能エネルギー⑷ 再生可能エ

ネルギー政策の種類と役割
第17回 未来を拓く再生可能エネルギー⑸ 再生可能エ

ネルギー政策の具体的諸手段
第18回 アメリカ・テキサス州で風力発電が伸びる理由

⑴ 固定枠制とは
第19回 アメリカ・テキサス州で風力発電が伸びる理由

⑵ テキサス州における固定枠制の仕組み
第20回 アメリカ・テキサス州で風力発電が伸びる理由

⑶ テキサス州における固定枠制の成果と課題
第21回 イギリス・競争入札の光と陰⑴ 競争入札制と

は何か
第22回 イギリス・競争入札の光と陰⑵ イギリスの

NFFO 策定の背景と制度
第23回 イギリス・競争入札の光と陰⑶ NFFO の効果
第24回 ドイツにおける再生可能エネルギー⑴ 固定価

格制とは何か
第25回 ドイツにおける再生可能エネルギー⑵ ドイツ

の電力供給法の下での固定価格制とその評価
第26回 ドイツにおける再生可能エネルギー⑶ 再生可

能エネルギー法下での固定価格制

第27回 EU における再生可能エネルギー政策の共通化
第28回 2050 年に向けたエネルギー政策のグリーン改

革⑴ 再生可能エネルギーの爆発的拡大へ
第29回 2050 年に向けたエネルギー政策のグリーン改

革⑵ 2050 年に向けたグリーン改革
第30回 講義のまとめとディスカッション

○準備学習の内容
固定価格制，固定枠制など，再生可能エネルギーの普

及を促す政策が各国で導入されている。現実の動向を新
聞等でフォローしたうえで受講すること。

○テ キ ス ト
事前には特に指定しない

○参 考 書
大島堅一（2011）『再生可能エネルギーの政治経済学』

東洋経済新報社 他
○学生に対する評価

講義内容の理解度，討論への参加状況から総合的に判
断する。

課題の評価結果については個々に講評する。
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環境政策特殊講義演習⚒
⚔単位 浅 妻 裕

○授業の到達目標及びテーマ
テ ー マ：自動車から見る環境問題─使用・廃棄過程

を対象として─
到達目標：自動車依存社会が抱える問題を把握し対策を

考察できること
○授業の概要

自動車の利用・廃棄過程における環境を中心とした諸
問題を紹介し，その問題に対する適切な政策を考察する。
とりわけ廃棄過程について，廃棄物処理・再資源化政策
との関連を追及し，より深く考察する。

○授 業 計 画
第⚑回 講義内容・履修者の確認とイントロダクション
第⚒回 大気汚染問題
第⚓回 交通事故のリスクとコスト
第⚔回 損害保険業界の対応
第⚕回 温室効果ガスの排出
第⚖回 自動車メーカーの技術革新
第⚗回 公共交通の現状と課題
第⚘回 高齢化社会とまちづくり
第⚙回 交通基本法と交通権
第10回 静脈産業とは何か
第11回 鉄くず・非鉄金属回収・再資源化に関わる産業

の歴史
第12回 自動車静脈産業の歴史
第13回 戦争と自動車静脈産業
第14回 自動車静脈産業の組織化
第15回 自動車静脈産業と動脈（メーカー）の関係
第16回 自動車静脈産業の技術
第17回 自動車静脈産業における競争と淘汰
第18回 自動車静脈産業に関する法・制度⑴ 廃棄物処

理政策
第19回 自動車静脈産業に関する法・制度⑵ 再資源化

政策
第20回 自動車静脈産業に関する法・制度⑶ 自動車リ

サイクル法
第21回 自動車静脈産業に関する法・制度⑷ 自動車リ

サイクル法の見直しにむけて
第22回 中古車の越境移動問題
第23回 自動車登録制度と中古車輸出
第24回 海外におけるユーズドインジャパン中古車利用

の現状と課題
第25回 海外における自動車登録・整備制度の現状と課

題
第26回 修士論文の検討 テーマ設定
第27回 修士論文の検討 研究方法の検討
第28回 修士論文の検討 文献研究成果発表
第29回 修士論文の検討 現地調査成果発表
第30回 講義のまとめ

○準備学習の内容
自動車に関わる日本国内の各種制度（税制，登録制度

など）や基本統計（保有台数，生産台数など）を理解し
たうえで受講すること。

○テ キ ス ト
事前には特に指定しない

○参 考 書
事前には特に指定しない

○学生に対する評価
講義内容の理解度，討論への参加状況から総合的に判

断する。
課題の評価結果については個々に講評する。

環境経済論特殊講義
⚔単位 古 林 英 一

○授業の到達目標及びテーマ
環境経済学の目的と方法に関する基礎理論の理解を深

め，環境問題の諸領域における理論の適用を学ぶ。
○授業の概要

第⚒～10 回はそれぞれの理論を紹介し，第 11 回以降
は各領域ごとの政策を裏付ける理論を解説する。

○授 業 計 画
第⚑回 環境経済論の方法と課題
第⚒回 ピグーの外部不経済論
第⚓回 コップの社会的費用論
第⚔回 宇沢弘文の社会的費用論
第⚕回 宇沢弘文の社会的共通資本概念
第⚖回 環境の価値評価：ラスキンの経済学批判
第⚗回 環境評価の手法⑴ トラベルコスト法
第⚘回 環境評価の手法⑵ ヘドニック価格法
第⚙回 環境評価の手法⑶ CVM
第10回 環境の利用と保全
第11回 費用便益分析の考え方
第12回 環境アセスメント⑴
第13回 環境アセスメント⑵
第14回 わが国における環境問題の歴史⑴：近代以前の

環境問題
第15回 わが国における環境問題の歴史⑵：富国強兵と

環境問題
第16回 わが国における環境問題の歴史⑶：高度経済成

長と公害問題
第17回 地球環境問題の時代
第18回 地球温暖化問題
第19回 汚染と環境リスク
第20回 リスク管理論
第21回 生物多様性と自然保護
第22回 わが国における自然保護の史的展開
第23回 生物資源経済学の考え方
第24回 廃棄物問題
第25回 グッズとバッズの相対性
第26回 わが国における廃棄物政策の史的展開
第27回 わが国における廃棄物政策の現段階
第28回 食品リサイクルの問題点
第29回 容器包装リサイクルの問題点
第30回 まとめ：環境経済学の展開方向

○準備学習の内容
次回の講義で使用する文献を紹介するので事前に読ん

で理解し，論点を整理しておく。
○テ キ ス ト

講義中適宜指示する。
○参 考 書

古林英一『現代社会は持続可能か（改訂版） 基本から
の環境経済学』（日本経済評論社，2019 年（予定），3,000
円（予定）＋税）

○学生に対する評価
適宜，レポートの提出を課し，その評価をもって成績

とする。
課題の評価結果については個々に講評する。
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環境経済論特殊講義演習⚑
⚔単位 古 林 英 一

○授業の到達目標及びテーマ
廃棄物問題に関する拡大生産者責任の概念とその政策

的反映をテーマとし，理論的と政策の成果と問題点を理
解することを目標とする。

○授業の概要
毎回テキストに沿って，受講者が内容を紹介するとと

もにその論点を明示し，それをもとに議論をおこなう。
○授 業 計 画

第⚑回 テキストの概要と演習の内容
第⚒回 容器包装リサイクル法の発生抑制効果と論点
第⚓回 拡大生産者責任政策によるリサイクル市場の創

出とその特徴⑴
第⚔回 拡大生産者責任政策によるリサイクル市場の創

出とその特徴⑵
第⚕回 デュアルシステムの導入による廃棄物管理政策

への効果と影響⑴
第⚖回 デュアルシステムの導入による廃棄物管理政策

への効果と影響⑵
第⚗回 ドイツ容器包装政令における拡大生産者責任
第⚘回 拡大生産者責任政策の現状と課題⑴
第⚙回 容器包装リサイクルにおける自主協定と拡大生

産者責任⑴
第10回 容器包装リサイクルにおける自主協定と拡大生

産者責任⑵
第11回 強制デポジットと拡大生産者責任
第12回 国際資源循環と拡大生産者責任⑴
第13回 国際資源循環と拡大生産者責任⑵
第14回 拡大生産者責任の経済学的基礎⑴
第15回 拡大生産者責任の経済学的基礎⑵
第16回 拡大生産者責任の経済学的基礎⑶
第17回 リサイクルシステムにおける垂直統合としての

拡大生産者責任政策⑴
第18回 リサイクルシステムにおける垂直統合としての

拡大生産者責任政策⑵
第19回 収穫逓増下の環境政策としての拡大生産者責任

⑴
第20回 収穫逓増下の環境政策としての拡大生産者責任

⑵
第21回 外部性の内部化と拡大生産者責任⑴
第22回 外部性の内部化と拡大生産者責任⑵
第23回 外部性の内部化と拡大生産者責任⑶
第24回 拡大生産者責任政策が生産量，回収量，DfE に

与える影響⑴
第25回 拡大生産者責任政策が生産量，回収量，DfE に

与える影響⑵
第26回 拡大される生産者責任の内容とその根拠⑴
第27回 環境法における費用負担
第28回 拡大生産者責任と汚染者負担原則
第29回 拡大生産者責任論の発展に向けて
第30回 演習⚑のまとめ

○準備学習の内容
次回の講義で使用する文献を紹介するので事前に読ん

で理解し，論点を整理しておく。
○テ キ ス ト

山川肇・植田和弘編『拡大生産者責任の環境経済学 循
環型社会形成にむけて』（昭和堂，2010 年，4,800 円＋税）

○参 考 書
講義時に適宜指示する。

○学生に対する評価
適宜課するレポートの内容と議論への参加状況を勘案

し評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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環境経済論特殊講義演習⚒
⚔単位 古 林 英 一

○授業の到達目標及びテーマ
廃棄物問題とリサイクルに関する現状と対策を具体的

に検証することをテーマとして，古紙の流通をとりあげ
その現状と課題を析出し，政策的対応を考察することを
到達目標とする。

○授業の概要
前半は文献資料にもとづいた検討をおこない，後半は

受講者自身がおこなった実態調査の結果を報告し，それ
に基づいて論点の整理をおこないレポートを作成する。

○授 業 計 画
第⚑回 演習の進め方について
第⚒回 わが国における製紙業の史的展開⑴
第⚓回 わが国における製紙業の史的展開⑵
第⚔回 わが国における製紙業の史的展開⑶
第⚕回 わが国の製紙業の現状⑴
第⚖回 わが国の製紙業の現状⑵
第⚗回 製紙原料としての古紙の特性⑴
第⚘回 製紙原料としての古紙の特性⑵
第⚙回 古紙の発生と利用の史的展開⑴
第10回 古紙の発生と利用の史的展開⑵
第11回 古紙の発生と利用の史的展開⑶
第12回 古紙流通の構造⑴
第13回 古紙流通の構造⑵
第14回 近年における古紙の需給状況⑴
第15回 近年における古紙の需給状況⑵
第16回 北海道における古紙回収の実態⑴
第17回 北海道における古紙回収の実態⑵
第18回 北海道における古紙回収の実態⑶
第19回 行政回収の制度と実態⑴
第20回 行政回収の制度と実態⑵
第21回 行政回収の制度と実態⑶
第22回 札幌市における古紙回収の現状⑴
第23回 札幌市における古紙回収の現状⑵
第24回 古紙利用の社会・経済的意義⑴
第25回 古紙利用の社会・経済的意義⑵
第26回 古紙リサイクル制度の問題点⑴
第27回 古紙リサイクル制度の問題点⑴
第28回 レポートの作成⑴
第29回 レポートの作成⑵
第30回 レポートの発表と講評

○準備学習の内容
次回の講義で使用する文献を紹介するので事前に読ん

で理解し，論点を整理しておく。
○テ キ ス ト

講義の際に適宜指示する。
○参 考 書

特になし
○学生に対する評価

最終的に作成されたレポートの内容と各回における課
題の達成状況に基づき評価する。

課題の評価結果については個々に講評する。

社会政策特殊講義
⚔単位 宮 本 章 史

○授業の到達目標及びテーマ
少子高齢化時代において必要とされる社会政策とは何

かについて考察する。
○授業の概要

本講義では，まず経済学の知識を前提に社会政策の理
論について学び，制度の概要，財源などについて考察を
行う。

○授 業 計 画
第⚑回 社会政策の目的
第⚒回 社会政策研究の基礎的概念⑴供給主体の類型
第⚓回 社会政策研究の基礎的概念⑵必要論
第⚔回 社会政策と福祉国家
第⚕回 福祉分野への政府の参画をめぐる議論
第⚖回 健康保障
第⚗回 所得保障
第⚘回 失業と雇用保障
第⚙回 自立保障
第10回 グローバリゼーションと社会政策
第11回 税制と社会政策
第12回 公的扶助と労働供給の経済理論
第13回 政治経済思想と社会政策⚑ 自由主義と保守主

義
第14回 政治経済思想と社会政策⚒ 社会民主主義と社

会主義
第15回 まとめ
第16回 社会問題の経済学
第17回 社会政策研究の展開
第18回 営利部門と社会政策
第19回 ボランタリー部門と社会政策
第20回 家族と社会政策
第21回 少子高齢化と家族ケア
第22回 福祉レジーム論
第23回 比較福祉国家論
第24回 社会的排除
第25回 社会政策と財政⚑ 国の財政収入
第26回 社会政策と財政⚒ 国の財政支出
第27回 社会政策と財政⚓ 年金・医療・介護保険
第28回 社会政策と財政⚔ 地方財政
第29回 社会政策の現代的課題
第30回 まとめ

○準備学習の内容
自らの研究を進めるうえで，社会保障や労働問題に関

する知識を積極的に学ぶ意志があること。また，指定し
たテキスト等の内容を事前によく理解して授業に臨むこ
とが求められる。

○テ キ ス ト
圷洋一（編）『社会政策の視点 現代社会と福祉を考え

る』，法律文化社，2011 年。
○参 考 書

圷洋一著『福祉国家』，法律文化社，2012 年。
その他，適宜指定する。

○学生に対する評価
授業の参加状況（報告，ディスカッション等）を基に

評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会政策特殊講義演習⚑
⚔単位 宮 本 章 史

○授業の到達目標及びテーマ
既存の社会政策に関する文献を読み，修士論文での研

究テーマを決定する。
○授業の概要

社会保障と労働政策のつながりに注目し，これらをめ
ぐる日本および欧米各国の歴史的背景および現代的課題
を検討，論議する。特に後半は（一例として）イギリス
の社会政策を検討し，研究分野の決定と，より高度な論
文を執筆するための方策を学ぶ。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 社会政策の理論⚑ 社会的保護とは何か
第⚓回 社会政策の理論⚒ 社会的リスクの変化
第⚔回 社会政策の理論⚓ 新しい社会的リスクへの対

抗策
第⚕回 就労と福祉をめぐる議論⚑（規範的議論）
第⚖回 就労と福祉をめぐる議論⚒（日本での歴史的議

論）
第⚗回 就労と福祉をめぐる議論⚓（日本での現代的課

題）
第⚘回 就労と福祉をめぐる議論⚔（アメリカでの歴史

的議論）
第⚙回 就労と福祉をめぐる議論⚕（アメリカでの現代

的課題）
第10回 就労と福祉をめぐる議論⚖（イギリスでの歴史

的議論）
第11回 就労と福祉をめぐる議論⚗（イギリスでの現代

的課題）
第12回 就労と福祉をめぐる議論⚘（スウェーデンでの

歴史的議論）
第13回 就労と福祉をめぐる議論⚙（スウェーデンでの

現代的課題）
第14回 修士論文を視野に入れた研究報告⚑ 論文の

サーベイ
第15回 まとめ
第16回 ジュリアン・ルグランの公共政策論⚑（福祉サー

ビス提供者の動機について）
第17回 ジュリアン・ルグランの公共政策論⚒（福祉サー

ビスの準市場化について）
第18回 ジュリアン・ルグランの議論に対する批判的検

討
第19回 イギリスの家族政策の変遷⚑（児童手当の歴史）
第20回 イギリスの家族政策の変遷⚒（子どもの貧困対

策について）
第21回 イギリスの医療政策について
第22回 イギリスの介護政策について
第23回 イギリスの高等教育について
第24回 イギリスの年金について
第25回 イギリスの所得保障政策について
第26回 イギリスの給付付き税額控除について
第27回 新しい福祉国家論について
第28回 修士論文を視野に入れた研究報告⚒ 論文発表

及び質疑応答
第29回 修士論文を視野に入れた研究報告⚓ 最終報告
第30回 まとめ

○準備学習の内容
自らの研究を進めるうえで，社会保障や労働問題に関

する知識を積極的に学ぶ意志があること。また，指定し

たテキスト等の内容を事前によく理解して授業に臨むこ
とが求められる。

○テ キ ス ト
履修者と相談のうえ決定する。

○参 考 書
適宜指定する。

○学生に対する評価
討論への参加，および小論文によって評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会政策特殊講義演習⚒
⚔単位 宮 本 章 史

○授業の到達目標及びテーマ
社会政策に関する先行研究を学習し，結論が明確で，

論理性のある修士論文を書くために必要な研究方法を身
につける。

○授業の概要
独自のテーマに沿って，日本ないし欧米諸国の社会政

策を検討，論議する。そのうえで，既存研究を超える部
分を持った修士論文を作成する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 現在までの研究報告
第⚓回 研究テーマの目次・構成案の報告
第⚔回 研究テーマの具体的構成案⚑ 理論的側面につ

いて
第⚕回 社会政策の理論に関する文献輪読⚑ ニードに

ついて
第⚖回 社会政策の理論に関する文献輪読⚒ 資源の再

分配について
第⚗回 社会政策の理論に関する文献輪読⚓ 普遍主義

と選別主義について
第⚘回 研究テーマの具体的構成案⚒ 政策的側面につ

いて
第⚙回 研究テーマに関連した文献輪読⚑ 労働
第10回 研究テーマに関連した文献輪読⚒ 所得保障
第11回 研究テーマに関連した文献輪読⚓ 社会サービ

ス
第12回 研究テーマに関連した文献輪読⚔ 社会サービ

ス供給者
第13回 修士論文の中間報告・指導（全体の構成につい

て）
第14回 修士論文の中間報告・指導（先行研究のサーベ

イについて）
第15回 修士論文の中間報告・指導（論文のオリジナル

な点について）
第16回 前期からの改善点および課題点の再検討
第17回 今後，参照すべき先行研究の検討
第18回 研究テーマに関連した文献輪読⚕ 税制
第19回 研究テーマに関連した文献輪読⚖ 家族政策
第20回 研究テーマに関連した文献輪読⚗ 現代福祉国

家の理論
第21回 研究テーマに関連した文献輪読⚘ 現代福祉国

家の実際（政策）
第22回 既存研究（特に邦語文献）の意義と限界につい

ての報告
第23回 研究テーマのオリジナリティを高めるために必

要な文献の検討
第24回 研究テーマに関連した文献の報告⚑ 理論面の

展開
第25回 研究テーマに関連した文献の報告⚒ 政策面

（国際比較）
第26回 修士論文の中間報告・指導（全体の構成確認）
第27回 修士論文の中間報告・指導（論理性の確認）
第28回 研究テーマの分析および検討（福祉・労働等の

政策分析）
第29回 研究テーマ全体の最終確認（今後の社会政策論

への示唆を再度点検）
第30回 修士課程の総括

○準備学習の内容

自らの研究を進めるうえで，社会保障や労働問題に関
する知識を積極的に学ぶ意志があること。また，指定し
たテキスト等の内容を事前によく理解して授業に臨むこ
とが求められる。

○テ キ ス ト
履修者と相談のうえ決定する。

○参 考 書
適宜指定する。

○学生に対する評価
討論への参加，および修士論文によって評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会保障論特殊講義
⚔単位 中 囿 桐 代

○授業の到達目標及びテーマ
我が国に特異なジェンダーシステム，雇用慣行の成り

立ち，その上に成り立つ社会保障システムを理解し，今
後の在り様を学生と共に探る。

○授業の概要
最初にあるテーマについて講義を数回行い，それをも

とに前後期⚑回ずつ学生の意見発表を行ってもらう。そ
の他に数回小論文を書いてもらう。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 社会保障とは何か
第⚓回 社会保障の見取り図
第⚔回 医療保険の仕組み
第⚕回 医療費の負担
第⚖回 医療の供給体制
第⚗回 生活保護の仕組み
第⚘回 自立支援プログラム
第⚙回 生活保護の課題
第10回 社会福祉制度
第11回 子育てと福祉（経済支援）
第12回 子育てと福祉（保育所）
第13回 子育てを巡る今後の政策課題
第14回 グループ討論
第15回 グループ発表
第16回 年金の仕組み
第17回 様々な年金制度
第18回 年金制度の今後の課題
第19回 介護保険の仕組み
第20回 在宅介護を支える仕組み
第21回 介護保険の課題
第22回 雇用保険の仕組み
第23回 積極的労働市場政策
第24回 雇用保険の課題
第25回 労災保険の仕組み
第26回 労災保険の課題
第27回 社会保険と民間保険
第28回 学生によるグループ討論⚑
第29回 学生によるグループ討論⚒
第30回 発表

○準備学習の内容
雇用や社会保障に関する新聞記事等を読み，基礎的な

知識を得るように努める。
グループ討論等に主体的に参加し，自分の考えを論理

的に発表できるようにしておくこと。
○テ キ ス ト

有斐閣『はじめての社会保障』
○参 考 書

適宜指示する。
○学生に対する評価

前期，後期の発表＝50％，小論文＝50％
課題の評価結果については個々に講評する。

社会保障論特殊講義演習⚑
⚔単位 中 囿 桐 代

○授業の到達目標及びテーマ
我が国に特異なジェンダーシステム，雇用慣行の成り

立ち，その上に成り立つ社会保障システムを理解し，今
後の在り様を学生と共に探る。

○授業の概要
若者の貧困について文献の輪読を行い，それをもとに

学生自らが資料収集，統計や施策の分析などを行い自分
の意見発表を行ってもらう。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 若者の貧困の現状（文献の輪読）
第⚓回 統計データの分析⚑
第⚔回 統計データの分析⚒
第⚕回 自治体の施策の分析
第⚖回 学生によるグループ討論
第⚗回 発表
第⚘回 若者と労働の現状（文献の輪読）
第⚙回 データの分析⚑
第10回 データの分析⚒
第11回 労働行政の現状分析
第12回 奨学金の現状
第13回 学生によるグループ討論⚑
第14回 学生によるグループ討論⚒
第15回 発表
第16回 海外の事例（イギリス）
第17回 海外の事例（イギリス）
第18回 海外の事例（デンマーク）
第19回 海外の事例（デンマーク）
第20回 海外の事例（オランダ）
第21回 海外の事例（オランダ）
第22回 学生によるグループ討論
第23回 発表
第24回 日本の若者の雇用対策⚑
第25回 日本の若者の雇用対策⚒
第26回 自治体の支援
第27回 社会的包摂政策
第28回 学生によるグループ討論⚑
第29回 学生によるグループ討論⚒
第30回 発表

○準備学習の内容
雇用や社会保障に関する新聞記事等を読み，基礎的な

知識を得るように努める。
グループ討論等に主体的に参加し，自分の考えを論理

的に発表できるようにしておくこと。
○テ キ ス ト

宮本みちこ『若者が無縁化する』等
○参 考 書

適宜指示する。
○学生に対する評価

前期，後期の発表＝100％
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会保障論特殊講義演習⚒
⚔単位 中 囿 桐 代

○授業の到達目標及びテーマ
我が国に特異なジェンダーシステム，雇用慣行の成り

立ち，その上に成り立つ社会保障システムを理解し，今
後の在り様を学生と共に探る。

○授業の概要
女性の貧困についてテーマについて文献の輪読を行

い，それをもとに学生自らが資料収集，統計や施策の分
析などを行い自分の意見発表を行ってもらう。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 女性の貧困の現状（文献の輪読）
第⚓回 統計データの分析⚑
第⚔回 統計データの分析⚒
第⚕回 学生によるグループ討論⚑
第⚖回 学生によるグループ討論⚒
第⚗回 発表
第⚘回 女性と労働の現状（文献の輪読）
第⚙回 データの分析⚑
第10回 データの分析⚒
第11回 労働行政の分析⚑
第12回 労働行政の分析⚒
第13回 学生によるグループ討論⚑
第14回 学生によるグループ討論⚒
第15回 発表
第16回 母子家庭の母の自立支援策⚑
第17回 母子家庭の母の自立支援策⚒
第18回 データの分析⚑
第19回 データの分析⚒
第20回 行政の分析
第21回 学生によるグループ討論⚑
第22回 学生によるグループ討論⚒
第23回 発表
第24回 日本の育児と仕事の両立支援⚑
第25回 日本の育児と仕事の両立支援⚒
第26回 子ども・子育て新ステム
第27回 保育所の現状
第28回 学生によるグループ討論⚑
第29回 学生によるグループ討論⚒
第30回 発表

○準備学習の内容
女性の労働やジェンダーに関する新聞記事等を読み，

基礎的な知識を得るように努める。
グループ討論等に主体的に参加し，自分の考えを論理

的に発表できるようにしておくこと。
○テ キ ス ト
『男女共同参画白書』，他は適宜指示する。

○参 考 書
適宜指示する。

○学生に対する評価
前期，後期の発表＝100％
課題の評価結果については個々に講評する。

労働経済論特殊講義
⚔単位 川 村 雅 則

○授業の到達目標及びテーマ
失業問題の深刻化，仕事に就けても不安定である非正

規雇用をめぐる問題，過労死・過労自殺とその背景にあ
る長時間・過密労働，社会保障制度からの排除，女性に
対する間接差別等々，労働の世界を凝視すれば，さまざ
まな問題がみえてきます。これらの問題の実態や背景に
せまり，解決策を模索します。

○授業の概要
前期は，わが国の雇用・労働，生活問題の実態を理解

し，こうした問題がなぜ起きるのかあるいはどうすれば
解決できるのかについて，歴史的な視野と国際比較の観
点を意識しながら考えていきます。後期は，雇用・労働
分野とセットで論じられることが増えてきた社会保障分
野にまで視野をひろげ，最近の政策的な課題や，日本の
雇用・労働のありようについて，労使関係・労働運動と
関連づけながら理解してみたいと思います。

○授 業 計 画
第⚑回 労働問題の基礎理論
第⚒回 労働問題の成立と展開
第⚓回 日本の労働問題の歴史的な展開
第⚔回 雇用・失業問題
第⚕回 財界の雇用戦略の変化
第⚖回 不安定雇用問題⚑（総論）
第⚗回 不安定雇用問題⚒（派遣・請負など）
第⚘回 不安定雇用問題⚓（若年層の雇用・労働）
第⚙回 働き方と健康⚑（長時間・過密労働）
第10回 働き方と健康⚒（過労死・過労自殺）
第11回 働き方と健康⚓（職業病，労働災害と労働者の

健康）
第12回 女性労働・ジェンダーをめぐる問題⚑（男女雇

用機会均等法前後の女性労働）
第13回 女性労働・ジェンダーをめぐる問題⚒（男女平

等の到達点）
第14回 女性労働・ジェンダーをめぐる問題⚓（男女の

働き方，ワークライフバランス）
第15回 女性労働・ジェンダーをめぐる問題⚔（世界の

女性労働）
第16回 賃金・貧困をめぐる問題⚑（総論）
第17回 賃金・貧困をめぐる問題⚒（賃金と社会保障）
第18回 賃金・貧困をめぐる問題⚓（新たな生活保障の

あり方）
第19回 構造改革・規制緩和⚑(規制緩和と雇用・労働）
第20回 構造改革・規制緩和⚒（規制緩和と産業）
第21回 労働者と政治，法律⚑（労働法総論）
第22回 労働者と政治，法律⚒（福祉政策と福祉労働）
第23回 社会政策，労働政策⚑（雇用政策）
第24回 社会政策，労働政策⚒（労働時間政策）
第25回 世界の労働⚑（世界からみた日本の労働）
第26回 世界の労働⚒（グローバリゼーションと労働問

題）
第27回 労働組合，労使関係⚑（労働組合総論）
第28回 労働組合，労使関係⚒（日本の労働組合と今日

の課題）
第29回 労働組合，労使関係⚓（中小企業の労働問題と

労働組合）
第30回 労働組合，労使関係⚔（労働運動の新たな潮流）

○準備学習の内容
授業で使うテキストだけでなく，提示された参考文献
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にも目を通した上で参加すること。
○テ キ ス ト

永山武夫『労働経済』ミネルヴァ書房，2000 年
宮本太郎『生活保障』岩波書店，2009 年
神野直彦『「分かち合い」の経済学』岩波書店，2010 年

○参考書・参考資料等
日本経済団体連合会『経営労働政策委員会報告』日本

経団連出版
日本労働組合総連合会『連合白書』コンポーズユニ
全国労働組合総連合『国民春闘白書』学習の友社

○学生に対する評価
授業を通じて，自分で研究テーマを設定し，論文を作

成してもらいます。その内容で評価します。
課題の評価結果については個々に講評する。

労働経済論特殊講義演習⚑
⚔単位 川 村 雅 則

○授業の到達目標及びテーマ
演習テーマ：雇用・失業

深刻化する雇用・失業問題を中心にわが国の労働問題
を学びます。その際，「働き方の多様化」「柔軟な雇用」
という評価を受け拡大してきた非正規雇用にも焦点をあ
てます。

○授業の概要
雇用・失業，不安定雇用についての学習・演習での議

論のほか，自らで研究テーマを設定し，実際に調査を行っ
て調査報告書を作成してもらいます。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 『労働経済白書』を読む
第⚓回 今日の雇用・失業問題
第⚔回 歴史にみる雇用⚑（戦前）
第⚕回 歴史にみる雇用⚒（高度経済成長期）
第⚖回 歴史にみる雇用⚓（90 年代以降，財界の雇用戦

略の変化）
第⚗回 非正規雇用（総論）
第⚘回 非正規雇用（派遣・請負）
第⚙回 非正規雇用（若年層）
第10回 非正規雇用（女性）
第11回 失業と貧困
第12回 雇用と社会保障
第13回 雇用と働き方
第14回 調査論（総論）
第15回 調査論（統計）
第16回 調査論（実践）
第17回 労働者各層⚑（高齢者の雇用・労働）
第18回 労働者各層⚒（障害者の雇用・労働）
第19回 労働者各層⚓（外国人の雇用・労働）
第20回 産業と雇用・労働⚑（交通運輸）
第21回 産業と雇用・労働⚒（建設）
第22回 産業と雇用・労働⚓（福祉）
第23回 雇用政策⚑（総論）
第24回 雇用政策⚒（積極的雇用政策）
第25回 雇用政策⚓（消極的雇用政策）
第26回 雇用政策⚔（ワークシェアリング，オランダモ

デル）
第27回 日本と世界⚑（ILO とディーセント・ワーク）
第28回 日本と世界⚒（EU の労働政策）
第29回 雇用・失業問題と労働運動⚑（日本の労働運動）
第30回 雇用・失業問題と労働運動⚒（世界の労働運動）

○準備学習の内容
授業で使うテキストだけでなく，提示された参考文献

にも目を通した上で参加すること。
○テ キ ス ト

永山武夫『労働経済』ミネルヴァ書房，2000 年
脇坂明『日本型ワークシェアリング』PHP 研究所，

2002 年
熊沢誠『リストラとワークシェアリング』岩波書店，

2003 年
○参考書・参考資料等

日本経済団体連合会『経営労働政策委員会報告』日本
経団連出版

日本労働組合総連合会『連合白書』コンポーズユニ
全国労働組合総連合『国民春闘白書』学習の友社
厚生労働省『労働経済白書』日経印刷
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○学生に対する評価
担当テーマのプレゼンの内容，討論への参加状況

（50％）
調査実践・作成された報告書の内容（50％）
課題の評価結果については個々に講評する。

労働経済論特殊講義演習⚒
⚔単位 川 村 雅 則

○授業の到達目標及びテーマ
演習テーマ：労働と健康

深刻化する雇用・失業問題の一方でひろがる就職後の
働き方をめぐる問題。その極限ともいえる過労死・過労自
殺。わが国の労働と健康をめぐる問題を中心に学びます。

○授業の概要
労働と健康についての学習・演習での議論のほか，自ら
で研究テーマを設定し，実際に調査を行って調査報告書
を作成してもらいます。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 『労働経済白書』を読む
第⚓回 今日の労働と健康をめぐる問題
第⚔回 長時間労働と健康
第⚕回 深夜・交替制労働と健康
第⚖回 労働環境と健康
第⚗回 労働と生活
第⚘回 睡眠と健康
第⚙回 古典的職業病
第10回 現代的職業病
第11回 男女の働き方
第12回 働き方の多様化，非正規雇用
第13回 調査論（総論）
第14回 調査論（統計）
第15回 調査論（実践）
第16回 過労死
第17回 過労自殺
第18回 労働時間と法制度
第19回 職場の安全衛生
第20回 産業と雇用・労働⚑（交通運輸）
第21回 産業と雇用・労働⚒（建設）
第22回 産業と雇用・労働⚓（福祉）
第23回 労働時間政策⚑（総論）
第24回 労働時間政策⚒（労働時間と規制緩和）
第25回 労働時間政策⚓（ワーク・シェアリング，オラ

ンダ・モデル）
第26回 労働時間政策⚔（ワーク・ライフ・バランス）
第27回 日本と世界⚑（ILO とディーセント・ワーク）
第28回 日本と世界⚒（EU の労働時間政策）
第29回 労働時間と労働運動⚑（日本の労働運動）
第30回 労働時間と労働運動⚒（世界の労働運動）

○準備学習の内容
授業で使うテキストだけでなく，提示された参考文献

にも目を通した上で参加すること。
○テ キ ス ト

永山武夫『労働経済』ミネルヴァ書房，2000 年
森岡孝二『働きすぎの時代』岩波書店，2005 年
熊沢誠『働きすぎに斃れて』岩波書店，2010 年

○参考書・参考資料等
日本経済団体連合会『経営労働政策委員会報告』日本

経団連出版
日本労働組合総連合会『連合白書』コンポーズユニ
全国労働組合総連合『国民春闘白書』学習の友社
厚生労働省『労働経済白書』日経印刷

○学生に対する評価
担当テーマのプレゼンの内容，討論への参加状況

（50％）
調査実践・作成された報告書の内容（50％）
課題の評価結果については個々に講評する。
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理論経済学特殊講義Ⅰ
⚔単位 佐 藤 敦 紘

○授業の到達目標及びテーマ
ミクロ経済学とゲーム理論の基礎を学び，それらを応

用する力を身につける。
○授業の概要

経済分析の土台であるミクロ経済学をゲーム理論の基
礎と共に学ぶ。前期は個人の意思決定と完全競争市場，
後期は不完全競争市場と市場の失敗を扱う。授業は教員
が重要な箇所を重点的に説明して，ディスカッションを
中心としたアクティブラーニング形式で進める。

○授 業 計 画
第⚑回 合理的経済主体
第⚒回 予算制約と選好
第⚓回 効用関数
第⚔回 効用最大化と需要関数
第⚕回 スルツキー方程式
第⚖回 余剰分析
第⚗回 異時点間の消費
第⚘回 不確実性と期待効用
第⚙回 顕示選好理論
第10回 交換経済の競争均衡
第11回 効率性と公平性
第12回 生産経済と生産関数
第13回 利潤最大化と供給関数
第14回 費用最小化と費用曲線
第15回 生産経済の競争均衡
第16回 独占市場
第17回 戦略型ゲームとナッシュ均衡
第18回 混合戦略
第19回 展開型ゲームと部分ゲーム完全均衡
第20回 繰り返しゲーム
第21回 数量設定の寡占市場
第22回 価格設定の寡占市場
第23回 不完備情報ゲームとベイジアン均衡
第24回 オークション
第25回 逆選択とモラルハザード
第26回 シグナリングとスクリーニング
第27回 外部性とコースの定理
第28回 公共財とフリーライダー問題
第29回 メカニズムデザインとマッチング
第30回 選好の集計と社会的選択理論

○準備学習の内容
・学部レベルのミクロ経済学と経済数学を理解している

こと。
・教科書の指定箇所を熟読し，可能な限り内容を理解し

たうえで講義に参加すること。
○テ キ ス ト

林貴志，『ミクロ経済学 増補版』，ミネルヴァ書房，
2013 年。

○参 考 書
適宜紹介する。

○学生に対する評価
授業での報告や発言，授業中に指示した課題などから

総合的に評価する。

理論経済学特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 佐 藤 敦 紘

○授業の到達目標及びテーマ
ゲーム理論および行動経済学の基礎知識を習得する。

○授業の概要
ゲーム理論または行動経済学をテーマにした修士論文

作成のために，その大学院レベルの基礎知識を学ぶ。前
期は可能な限り一般性を考慮したゲーム理論を，後期は
実験を視野に入れた行動経済学を扱う。授業は履修者が
教科書の該当箇所を報告し，不十分な点を教員が補足す
る形式で進める。

○授 業 計 画
第⚑回 ゲーム理論とは
第⚒回 戦略型ゲームの例と支配戦略
第⚓回 ナッシュ均衡
第⚔回 混合戦略と存在定理
第⚕回 展開型ゲームと部分ゲーム完全均衡
第⚖回 繰り返しゲームとフォーク定理
第⚗回 不完備情報ゲームとベイジアン均衡
第10回 オークション理論と収入同値定理
第11回 完全ベイジアン均衡とシグナリングゲーム
第12回 均衡の精緻化
第13回 均衡選択
第14回 進化ゲーム
第15回 ゲーム理論のフロンティア
第16回 実験経済学・行動経済学とは
第17回 オークション実験
第18回 合理性への懐疑
第19回 アレのパラドクスとプロスペクト理論
第20回 ナイト流不確実性とあいまいさ回避
第21回 ポートフォリオ理論とヒューリスティック
第22回 効率的市場仮説とバブル
第23回 ベイズ更新と情報カスケード
第24回 時間選好率と双極割引
第25回 公共財供給実験と利他性
第26回 アクセルロッドの実験
第27回 逐次手番ゲームで利他性を測る
第28回 マッチングの理論と実験
第29回 行動経済学の実践とナッジ
第30回 実験手法と検証法

○準備学習の内容
・学部レベルのミクロ経済学と経済数学を理解している

こと。
・教科書の指定箇所を熟読し，必要に応じて報告資料を

準備する。
○テ キ ス ト

・グレーヴァ香子，『非協力ゲーム理論』，知泉書館，
2011 年。

・和田良子，『実験経済学・行動経済学 15 講』，新世社，
2020 年。

○参 考 書
・岡田章，『ゲーム理論（第⚓版）』有斐閣，2021 年。
・川越敏司，『行動ゲーム理論入門（第⚒版）』，NTT 出

版，2020 年。
・川越敏司，『実験経済学』，東京大学出版会，2007 年。

○学生に対する評価
授業での報告や発言などから総合的に評価する。

─ 32 ─



理論経済学特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 佐 藤 敦 紘

○授業の到達目標及びテーマ
ゲーム理論や行動経済学をベースにした論文を作成す

る。
○授業の概要

ゲーム理論や行動経済学を用いて地域や社会が抱える
問題の事実解明や政策提言に繋げられる修士論文を執筆
するための指導を行う。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 研究の動機や意義の確認
第⚓回 文献サーベイ①（地域や社会の問題に関する先

行研究を調査整理）
第⚔回 文献報告①（地域や社会の問題に関する先行研

究を報告）
第⚕回 文献サーベイ②（地域や社会の問題に関する先

行研究の分析手法を調査整理）
第⚖回 文献報告②（地域や社会の問題に関する先行研

究の分析手法を報告）
第⚗回 研究の意義の再確認①（オリジナリティの議論）
第⚘回 文献サーベイ③（利用可能な分析手法の調査整

理）
第⚙回 文献報告③（利用可能な分析手法の報告）
第10回 文献サーベイ④（分析手法に関する主要な先行

研究を調査整理）
第11回 文献報告④（分析手法に関する主要な先行研究

を報告）
第12回 研究の意義の再確認②（分析の可能性について

議論）
第13回 テーマの決定
第14回 分析手法の報告
第15回 分析手法の議論
第16回 分析結果の報告
第17回 分析結果の議論
第18回 分析手法の見直しと結果の再報告
第19回 分析手法の見直しと結果の再議論
第20回 論文のアウトライン報告と議論
第21回 第⚑稿の報告
第22回 第⚑稿報告の議論
第23回 第⚒稿の報告
第24回 第⚒稿報告の議論
第25回 第⚓稿の報告
第26回 第⚓稿報告の議論
第27回 第⚔稿の報告
第28回 第⚔稿報告の議論
第29回 最終稿の報告
第30回 最終稿の確認

○準備学習の内容
・重要な文献を自ら探して熟読し，内容を正確に報告で

きるようにすること。
・実証分析に備えて統計やデータ処理の知識やスキルを

身につけておくこと。
○テ キ ス ト

特になし
○参 考 書

特になし
○学生に対する評価

授業での報告や発言，論文の水準などから総合的に評
価する。

理論経済学特殊講義Ⅱ
⚔単位 逸 見 宜 義

○授業の到達目標及びテーマ
マクロ経済モデルのミクロ的基礎づけを行う。

○授業の概要
『金融市場と貨幣市場』，『投資と消費』，『マクロ経済と

労働市場』，『新しいケインジアンのマクロ経済モデル』，
『経済成長』について，そのミクロ的基礎づけに着目し考
察する。

○授 業 計 画
第⚑回 債券市場
第⚒回 株式市場
第⚓回 貨幣市場のメカニズム
第⚔回 貨幣供給，金利，物価の関係
第⚕回 動学的な経済環境における金融政策
第⚖回 ラムゼーの経済成長モデル
第⚗回 恒常所得仮説
第⚘回 トービンの q
第⚙回 モディリアーニ・ミラー定理
第10回 リカードの中立命題
第11回 ラムゼーモデルにおける最適課税
第12回 ラムゼーモデルから見た日本経済
第13回 不完全な労働市場におけるサーチ
第14回 失業の持続性
第15回 実質賃金の下方硬直性
第16回 賃金格差
第17回 AS-AD モデル
第18回 ニューケインジアン・フィリップス曲線
第19回 ニューケインジアンの AS-AD モデル
第20回 経済成長のパターン
第21回 ソローモデルの現実的妥当性
第22回 AK モデル
第23回 ラムゼーモデルにおける内生成長
第24回 AK モデルの基礎付け
第25回 研究開発投資の役割
第26回 ローマーモデルの基本的メカニズム
第27回 規模の効果
第28回 R ＆ D の⚒種類の定式化
第29回 方向付けられた技術進歩
第30回 世代重複モデル

○準備学習の内容
学部レベルのミクロ，マクロ経済学を理解しているこ

と。⚓時間の予習，復習をすること。
○テ キ ス ト

斎藤，岩本，太田，柴田『マクロ経済学』（有斐閣）2010
年。

○参考書・参考資料等
なし

○学生に対する評価
レポートにより評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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理論経済学特殊講義Ⅱ演習⚑
⚔単位 逸 見 宜 義

○授業の到達目標及びテーマ
経済成長の決定要因について考察する。

○授業の概要
経済成長についての概要を学びながら関連論文にふ

れ，経済成長理論を理解していく。
○授 業 計 画

第⚑回 経済成長において説明すべき事実
第⚒回 物的資本
第⚓回 ソローモデル
第⚔回 ソローモデルによる人口成長
第⚕回 出生率変化の分析
第⚖回 将来の人口の趨勢
第⚗回 人的資本
第⚘回 人的資本による国際間の所得格差の説明
第⚙回 生産性の測定
第10回 技術進歩の性質
第11回 技術進歩を含むソローモデル
第12回 技術変化の速度
第13回 技術の生産関数
第14回 技術と効率への生産性の分解
第15回 非効率の諸類型
第16回 開放経済が経済成長に与える影響
第17回 開放性と要素蓄積
第18回 開放性と生産性
第19回 経済における政府の役割
第20回 政府の経済成長政策
第21回 貧しい国の政府の行動
第22回 所得不平等に関する事実
第23回 所得不平等の経済成長への効果
第24回 文化が経済成長に与える影響
第25回 文化の決定要因
第26回 地理，天候が経済成長に及ぼす影響
第27回 天然資源の概念
第28回 天然資源と経済成長の関係
第29回 成長と環境
第30回 技術改善と資源枯渇

○準備学習の内容
学部レベルのミクロ，マクロ経済学を理解し，経済数

学を一通り勉強していること。
○テ キ ス ト

D. N. ワイル『経済成長』（第⚒版），ピアソン，2010 年。
○参考書・参考資料等

なし
○学生に対する評価

レポートにより評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

理論経済学特殊講義Ⅱ演習⚒
⚔単位 逸 見 宜 義

○授業の到達目標及びテーマ
代表的な経済成長理論を理解し，新たなコントリ

ビューションのある論文を作成することを目指す。
○授業の概要

経済成長理論の代表的なテキストを読み，そのモデル
の拡張を議論する。

○授 業 計 画
第⚑回 なぜ経済成長を学ぶのか。
第⚒回 事実とパズル
第⚓回 成長政策
第⚔回 ⚔つの理論的枠組
第⚕回 新古典派成長理論
第⚖回 Cass-Koopmans-Ramsey モデル
第⚗回 AK モデル：異時点間効用最大化
第⚘回 AK モデル：開放経済
第⚙回 product-variety モデル
第10回 ローマーモデル
第11回 理論モデルの実証
第12回 シュンペーターモデル：ワンセクターモデル
第13回 シュンペーターモデル：マルチセクターモデル
第14回 シュンペーターモデル：規模の経済
第15回 全要素生産性の測定
第16回 資本蓄積とイノベーション
第17回 財務的制約下でのイノベーションと成長
第18回 信用制約，富の不平等と成長
第19回 クラブ収束
第20回 信用制約とダイバージェンス
第21回 製薬業界と市場規模
第22回 賃金格差
第23回 適正技術と生産性の差異
第24回 生産性上昇率の低下の説明
第25回 汎用技術と賃金格差
第26回 停滞から成長へ
第27回 資本蓄積からイノベーションへ
第28回 製造からサービスへ
第29回 制度と成長
第30回 適切な制度と非収束性

○準備学習の内容
学部レベルのミクロ，マクロ経済学を理解し，経済数

学を一通り勉強していること。⚓時間の予習，復習をす
ること。

○テ キ ス ト
Aghion, P., Howitt, P. (2009) “The Economics of

Growth” The MIT Press.
○参考書・参考資料等

なし
○学生に対する評価

レポートにより評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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理論経済学特殊講義Ⅲ
⚔単位 田 中 仁 史

○授業の到達目標及びテーマ
動学モデルを用いた長期の経済成長理論について理解

する。
○授業の概要

動学的なマクロ経済理論の基本的な考え方に慣れた
後，動学モデルを用いた経済成長理論について詳しく検
討する。講義科目だが，授業は演習（輪読）形式で行う。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 動学モデルを学ぶうえで必要な数学
第⚓回 ⚒期間モデルによる消費分析
第⚔回 消費関数と貯蓄関数
第⚕回 新古典派投資理論
第⚖回 調整費用モデル
第⚗回 無裁定条件と資産価格
第⚘回 金利の期間構造
第⚙回 信用創造と貨幣供給
第10回 貨幣需要
第11回 閉鎖経済下の財・資金市場の均衡
第12回 政府部門と比較静学分析
第13回 物価水準の決定と古典派の二分法
第14回 開放経済下の財・資金市場の均衡
第15回 為替レートと購買力平価説
第16回 ソロー・モデルの構築
第17回 ソロー・モデルの解析
第18回 貯蓄率，人口成長率と経済成長
第19回 ソロー・モデルを超えて
第20回 代表的個人モデルと異時点間の予算制約式
第21回 横断条件と no-Ponzi-game 条件
第22回 代表的個人モデルの定常状態
第23回 代表的個人モデルと位相図
第24回 代表的個人モデルにおける消費と資本
第25回 世代重複モデルの構造
第26回 世代重複モデルにおける財・資金市場
第27回 世代重複モデルのダイナミクス
第28回 世代重複モデルと市場均衡の非効率性
第29回 世代重複モデルと年金分析
第30回 まとめ

○準備学習の内容
・教科書を事前に読んだ上で，講義に参加する。
・学部レベルの経済数学（偏微分・全微分，線形代数，

ラグランジュ未定乗数法，など）とミクロ・マクロ経
済学を復習しておく。

○テ キ ス ト
⚑）二神孝一・堀敬一『マクロ経済学 第⚒版』有斐閣
⚒）二神孝一『動学マクロ経済学─成長理論の発展』

日本評論社
○参 考 書

適宜指示する。
○学生に対する評価

報告，授業中の発言，小レポートなどから総合的に評
価する。

課題の評価結果については個々に講評する。

理論経済学特殊講義Ⅲ演習⚑
⚔単位 田 中 仁 史

○授業の到達目標及びテーマ
連続時間型の経済成長モデルを理解するための基礎知

識を習得する。
○授業の概要

経済成長の理論研究では，連続時間モデルを使って分
析が行われる場合も多い。それらの研究内容を理解する
ためには，最大値原理など連続時間の動学的最適化の理
論について学んでおくことが不可欠である。本演習で
は，その基礎的な知識を学習し，経済成長理論の文献を
独力で読解できるようになることを目指す。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 連続時間モデルとは何か
第⚓回 指数関数と対数関数
第⚔回 静学最適化と相補条件
第⚕回 ポントリャーギンの最大値原理
第⚖回 横断性条件
第⚗回 ラムゼー・モデルの動学方程式体系
第⚘回 ⚑階の常微分方程式
第⚙回 位相図によるラムゼー・モデルの分析
第10回 微分方程式の解析的解法
第11回 連立微分方程式体系の行列表記
第12回 連立微分方程式体系の解析的解法
第13回 非線形常微分方程式と線形近似
第14回 線形近似のソロー・モデルへの応用
第15回 前期のまとめ
第16回 分権化された経済を想定したラムゼー・モデル
第17回 分権化された経済における動学方程式体系
第18回 人口成長とラムゼー・モデル
第19回 技術進歩とラムゼー・モデル
第20回 ラムゼー・モデルへの政府の導入
第21回 ラムゼー・モデルと租税・政府支出の分析
第22回 AK モデルの構築
第23回 AK モデルの分析
第24回 バラエティー拡大モデルの概略
第25回 バラエティー拡大モデルと研究部門
第26回 バラエティー拡大モデルの均衡
第27回 バラエティー拡大モデルのパレート効率性
第28回 バラエティー拡大モデルの応用
第29回 ローマー・モデル
第30回 まとめ

○準備学習の内容
・教科書を事前に読んだ上で，演習に参加する。
・学部レベルの経済数学（偏微分・全微分，線形代数，

ラグランジュ未定乗数法，など）とミクロ・マクロ経
済学を復習しておく。

・自分の研究テーマに関係した重要論文を自分で読む。
○テ キ ス ト

⚑）中田真佐男『基礎から学ぶ 動学マクロ経済学に必
要な数学』日本評論社

⚒）R. J. Barro and X. Sala-i-Martin “Economic Growth
2nd edition” The MIT Press（大住圭介訳『内生的経済
成長論Ⅰ・Ⅱ 第⚒版』九州大学出版会）

○参 考 書
適宜指示する。

○学生に対する評価
報告や授業中の発言などから総合的に評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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理論経済学特殊講義Ⅲ演習⚒
⚔単位 田 中 仁 史

○授業の到達目標及びテーマ
研究開発を内生化した経済成長理論の分野で，独自の

貢献がある論文を作成する。
○授業の概要

前期で，研究開発を内生化した経済成長理論の文献を
いくつか検討し，モデルの拡張の方向性を議論する。そ
れに基づき，夏期休暇から後期にかけて独自性のある成
長理論モデルを受講生が構築・分析して授業中に報告し，
議論する。その結果を基にさらに分析を進め，再び授業
中に報告，議論する。これを繰り返して分析を完成させ，
修士論文としてまとめる。

○授 業 計 画
第⚑回 運営方針の説明
第⚒回 バラエティー拡大モデルの再検討
第⚓回 バラエティー拡大モデルと知識スピルオーバー

の役割
第⚔回 バラエティー拡大モデルの厚生分析
第⚕回 質の梯子モデルの構造
第⚖回 質の梯子モデルの均衡
第⚗回 質の梯子モデルの厚生分析
第⚘回 修士論文のテーマの決定
第⚙回 修士論文のテーマに関連した重要論文の検討

⑴：論文報告
第10回 修士論文のテーマに関連した重要論文の検討

⑵：モデルの把握
第11回 修士論文のテーマに関連した重要論文の検討

⑶：要点の確認
第12回 修士論文のテーマに関連した重要論文の検討

⑷：内容について議論
第13回 修士論文のテーマに関連した重要論文の検討

⑸：拡張の可能性の検討
第14回 モデル構築の方向性の議論
第15回 ⚑学期のまとめ
第16回 修士論文進捗状況の報告⑴：問題意識について
第17回 修士論文進捗状況の議論⑴：問題意識について
第18回 修士論文進捗状況の報告⑵：構築したモデルの

概要
第19回 修士論文進捗状況の議論⑵：構築したモデルの

概要
第20回 修士論文進捗状況の報告⑶：分析の結果
第21回 修士論文進捗状況の議論⑶：分析の結果
第22回 修士論文進捗状況の報告⑷：前回の議論を踏ま

えた修正
第23回 修士論文進捗状況の議論⑷：前回の報告を踏ま

えて再議論
第24回 修士論文進捗状況の報告⑸：結論について
第25回 修士論文進捗状況の議論⑸：結論について
第26回 修士論文進捗状況の報告⑹：イントロダクショ

ンについて
第27回 修士論文進捗状況の議論⑹：イントロダクショ

ンについて
第28回 修士論文完成に向けての確認⑴：論文の文章表

現について
第29回 修士論文完成に向けての確認⑵：論文の仮提出

とコメント
第30回 修士論文完成校の検討とまとめ

○準備学習の内容
・自分の研究テーマに関係した重要論文を自分で読む。

・修士論文の作成に向けて必要な分析を行い，その過程
と結果をまとめる。

○テ キ ス ト
G. M. Grossman and E. Helpman “Innovation and

Growth in the Global Economy” The MIT Press（大住圭
介監訳『イノベーションと内生的経済成長 グローバル
経済における理論分析』創文社）

○参 考 書
適宜指示する。

○学生に対する評価
報告や授業中の発言，作成した修士論文の水準などか

ら総合的に評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会経済学特殊講義Ⅰ
⚔単位 神 山 義 治

○授業の到達目標及びテーマ
資本のシステムの概念的把握。

○授業の概要
経験的諸個人という自己における対立（疎外）の形態

である疎遠な力を追跡し，商品の諸前提を商品が資本の
再生産として産出する資本の一般的運動を軸として世界
を把握する。資本の統一体の諸姿態として株式会社等の
範疇が把握できる。持続可能性，ディーセントワーク，
企業倫理といった地球的課題を資本のシステムに包摂し
て再把握することが求められている。

○授 業 計 画
⚑ 問題設定 社会経済学の実践的意義
⚒ 『資本論』以前の諸テキスト 哲学批判から経済学

批判へ
⚓ 『資本論』以前の諸テキスト 経済学批判
⚔ 資本のシステムと世界市場
⚕ 資本の生産過程・流通過程・総過程
⚖ 商品生産としての資本主義
⚗ 資本主義以前の共同体と資本主義の貨幣
⚘ 商品の二要因と労働の二重性
⚙ 商品の貨幣発生による媒介
10 貨幣の諸規定
11 貨幣の物神崇拝 交換と私的所有
12 二重の意味で自由な労働者と労働力の商品性
13 絶対的剰余価値
14 労働日の限界
15 剰余労働の封建的姿態
16 労働日延長 交代制
17 標準労働日
18 相対的剰余価値の概念
19 協業における労働の社会的生産力
20 資本主義的協業における指揮
21 分業 マニュファクチュアの発生
22 マニュファクチュア労働の限界
23 ⚒つの分業
24 大工業 機械の発達
25 価値移転
26 児童労働，労働日延長
27 労働強化
28 工場システム
29 労働者の排出
30 工場立法

○準備学習の内容
各回授業において研究される基本範疇を参考書等を通

じて調べておく。前回までの講義ノートを参照し流れを
確認する。

○テ キ ス ト
『資本論』（岡崎次郎訳，大月書店）

○参 考 書
随時指示する。

○学生に対する評価
能動性の発揮，問題意識の獲得等による。
課題の評価結果については個々に講評する。

社会経済学特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 神 山 義 治

○授業の到達目標及びテーマ
講義内容を踏まえた受講者の論文作成の準備。

○授業の概要
資本のシステムの普遍的理解の延長上に現代の諸事実

を包摂し，現代世界の運動のうちにその課題と解決方向
を探求する。

○授 業 計 画
⚑ 授業の目的と方法
⚒ 論文テーマに関する討議
⚓ 問題意識の検討
⚔ 論点提示
⚕ 論点検討
⚖ 文献調査
⚗ 文献調査の検討
⚘ 質疑応答
⚙ 諸文献読解⚑
10 諸文献読解⚒
11 諸文献読解⚓
12 諸文献読解⚔
13 諸文献読解⚕
14 諸文献読解⚖
15 まとめ
16 諸文献読解⚗
17 諸文献読解⚘
18 諸文献読解⚙
19 諸文献読解 10
20 問題意識と論点の整理
21 諸文献読解 11
22 諸文献読解 12
23 諸文献読解 13
24 諸文献読解 14
25 諸文献読解 15
26 諸文献読解 16
27 諸文献読解 17
28 研究計画再発表 論文骨子
29 予備日
30 まとめ

○準備学習の内容
指示された参考書を読む。
各回授業で検討する文献を読解のうえレジュメを用意

する。
○テ キ ス ト

随時指示する。
○参 考 書

随時指示する。
○学生に対する評価

能動性の発揮，問題意識の獲得等による。
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会経済学特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 神 山 義 治

○授業の到達目標及びテーマ
論文作成。

○授業の概要
個別的主題を資本のシステムの普遍的理解に媒介し問

題意識を高めるように，論文執筆を指導する。
○授 業 計 画

⚑ 授業の目的と方法
⚒ 論文のテーマと骨子
⚓ その検討
⚔ 質疑応答⚑
⚕ 質疑応答⚒
⚖ 質疑応答⚓
⚗ 論文中間報告
⚘ 諸論点検討⚑
⚙ 諸論点検討⚒
10 諸論点検討⚓
11 諸論点検討⚔
12 諸論点検討⚕
13 諸論点検討⚖
14 諸論点検討⚗
15 論文中間報告
16 草稿の検討⚑
17 草稿の検討⚒
18 草稿の検討⚓
19 草稿の検討⚔
20 草稿の検討⚕
21 草稿の検討⚖
22 草稿の検討⚗
23 草稿の検討⚘
24 草稿の検討⚙
25 草稿の検討 10
26 草稿の検討 11
27 草稿の検討 12
28 草稿の検討 13
29 予備日
30 まとめ

○準備学習の内容
論文の進捗状況を確認しておく。
各回授業で検討する文献を読解のうえレジュメを用意

する。
○テ キ ス ト

随時指示する。
○参 考 書

随時指示する。
○学生に対する評価

論文執筆の基礎力・積極的態度等。
課題の評価結果については個々に講評する。

社会経済学特殊講義Ⅱ
⚔単位 大 屋 定 晴

○授業の到達目標及びテーマ
現代資本主義社会理解にあたっての理論文献の検討。
1960-70 年代の危機をきっかけに再編された資本主義

は，今日では旧共産圏諸国・「開発途上国」をも巻き込む
形で，新自由主義的グローバリゼーションを推進させつ
つ，グローバルな諸矛盾を展開させている。本講義では，
この基礎にある政治経済的過程を理解するにあたって，
批判的社会経済学の理論系譜にある古典的文献を考察す
る。

○授業の概要
本年度は，原点に立ち返り，批判的経済学の古典とし

てカール・マルクスの『資本論』第⚑巻（原著 1867 年）
を検討する。同書を読解することで，現代のグローバリ
ゼーション理解についての手がかりを探究する。なおテ
キストはエンゲルス編集の第四版を底本とする邦訳を使
用するが，ドイツ語各版，フランス語版，およびマルク
スの手による「アメリカ版のための変更一覧表」なども
適宜原文で参照し，エンゲルス編集作業の意味も検討す
る。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 初版序文の検討
第⚓回 第二版あとがきの検討
第⚔回 各版序文の検討
第⚕回 第一篇の検討①(商品）
第⚖回 第一篇の検討②(価値形態と物神性）
第⚗回 第一篇の検討③(交換過程）
第⚘回 第一篇の検討④(貨幣）
第⚙回 第二篇の検討①(資本の一般的定式）
第10回 第二篇の検討②(一般的定式の矛盾）
第11回 第二篇の検討③(労働力の売買）
第12回 第三篇の検討①(労働過程）
第13回 第三篇の検討②(不変資本と可変資本）
第14回 第三篇の検討③(労働日）
第15回 第四篇の検討①(相対的剰余価値）
第16回 第四篇の検討②(協業と分業）
第17回 第四篇の検討③(機械制大工業）
第18回 第五篇の検討①(絶対的・相対的剰余価値）
第19回 第五篇の検討②(労働力価値と剰余価値）
第20回 第五篇の検討③(剰余価値率）
第21回 第六篇の検討①(労賃）
第22回 第六篇の検討②(種々の賃金）
第23回 第六篇の検討③(国々の賃金率）
第24回 第七篇の検討①(単純再生産）
第25回 第七篇の検討②(剰余価値の資本への転化）
第26回 第七篇の検討③(資本主義的蓄積の一般的法則）
第27回 第八篇の検討①(本源的蓄積）
第28回 第八篇の検討②(階級関係の発生）
第29回 第八篇の検討③(資本主義的蓄積の歴史的傾向）
第30回 まとめ

○準備学習の内容
毎回指定する範囲のテキストは事前に読むこと。また

可能なかぎり，参考書も自主的に読みすすめておくこと。
○テ キ ス ト

カール・マルクス，社会科学研究所監修，資本論翻訳
委員会訳『資本論』第⚑～⚔分冊，新日本出版社，
1982～1983 年。

○参 考 書
適宜支持する。

○学生に対する評価
授業準備，授業内での積極性，報告内容等にもとづい

て判定する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会経済学特殊講義Ⅱ演習⚑
⚔単位 大 屋 定 晴

○授業の到達目標及びテーマ
現今のグローバル資本主義の理論的検討。
本講義では，よりアクチュアルな同時代的分析を期し，

批判的社会経済学の視角から 21 世紀のグローバル資本
主義を理論的に考察する。

○授業の概要
本年度は，近年のグローバリゼーションの動向を分析

したウィリアム・I・ロビンソンの『グローバル資本主義
と人類の危機』（原著 2014 年）を検討する。テキストは
英文原著を用いる。また修士論文の執筆に向けた個人報
告も適宜行う。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 人類の危機
第⚓回 グローバル資本主義理論とその危機
第⚔回 国民国家の終焉？
第⚕回 全体論的アプローチと新たな概念の必要性─

構造論的・情況論的分析
第⚖回 グローバル資本とグローバルな労働力
第⚗回 超国民的資本家階級（TCC）と超国民的競争
第⚘回 グローバル・サウスと TCC
第⚙回 「ダボス会議参加者」か「グローバル資本家」か？
第10回 国家資本主義か，国家の資本主義的植民地化

か？
第11回 超国民的エリートによる社会統合
第12回 形式的・実質的包摂と人間の余剰
第13回 グローバルな中間層？
第14回 資本の不均等蓄積 Ⅰ
第15回 超国民的国家機構（TNS）
第16回 資本関係の所産としての国家
第17回 グローバルな蓄積を促進する TNS
第18回 TCC の組織者としての TNS
第19回 自由貿易協定
第20回 労働力管理と強制の手段としての TNS
第21回 グローバルな危機と TNS 権力の矛盾
第22回 帝国主義を超えて
第23回 デヴィッド・ハーヴェイの二律背反
第24回 空間と領土の物象化
第25回 資本の不均等蓄積 Ⅱ
第26回 グローバル資本主義の危機とアメリカ合衆国
第27回 米軍侵略後のイラク
第28回 資本主義の外延的・内包的拡張と帝国主義
第29回 まとめ
第30回 修士論文指導

○準備学習の内容
毎回指定する範囲のテキストは事前に読むこと。また

可能なかぎり，参考書も自主的に読みすすめておくこと。
○テ キ ス ト

William I. Robinson, Global Capitalism and the Crisis
of Humanity, Cambridge University Press, 2014.

○参 考 書
William I. Robinson, A Theory of Global Capitalism:

Production, Class, and State in a Transnational World,
Johns Hopkins University Press, 2004.

William I. Robinson, Latin America and Global
Capitalism: A Critical Globalization Perspective, Johns
Hopkins University Press, 2008.

アントニオ・ネグリ，マイケル・ハート，水嶋一憲［ほ

か］訳『〈帝国〉─グローバル化の世界秩序とマルチ
チュードの可能性』以文社，2003 年。

デヴィッド・ハーヴェイ，本橋哲也訳『ニュー・イン
ペリアリズム』青木書店，2005 年。

○学生に対する評価
授業準備，授業内での積極性，報告内容等にもとづい

て判定する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会経済学特殊講義Ⅱ演習⚒
⚔単位 大 屋 定 晴

○授業の到達目標及びテーマ
現今のグローバル資本主義の理論的検討。
本講義では「演習⚑」に引き続いて，よりアクチュア

ルな同時代的分析を期し，批判的社会経済学の視角から
21 世紀のグローバル資本主義を理論的に考察する。

○授業の概要
本年度は，近年のグローバリゼーションの動向を分析

したウィリアム・I・ロビンソンの『グローバル資本主義
と人類の危機』（原著 2014 年）を検討する。テキストは
英文原著を用いる。また修士論文の執筆に向けた個人報
告も適宜行う。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 「長期不況」
第⚓回 金融的投機と蓄積の軍事化
第⚔回 資本主義と危機
第⚕回 グローバル資本主義の金融複合体
第⚖回 グローバル・カジノでの投機
第⚗回 超国民的金融資本の収奪する世界の広がり
第⚘回 蓄積の軍事化
第⚙回 「長期不況」の負担者とは誰か？
第10回 グローバル資本主義の治安の維持
第11回 資本主義国民国家の危機と新たなファシズムへ

の衝動
第12回 20 世紀型ファシズムと 21 世紀型ファシズム
第13回 超国民的資本の独裁と反動的政治権力
第14回 米国市民社会・政治体における新ファシズム運

動
第15回 余剰労働力，人種主義，スケープゴート，新た

な強制収容所
第16回 ヘゲモニーの再構築と「法と秩序」型警察国家
第17回 貧困層の社会的浄化─黒人系・ラテンアメリ

カ系住民の人種的・民族的浄化
第18回 自称「白人」系ヘゲモニー・ブロックでの「白

人病理」の活用
第19回 移民という労働力予備軍
第20回 社会管理と蓄積の軍事化
第21回 「移民との戦争」における国家と資本の融合
第22回 強制と抑圧の商品化
第23回 ヘゲモニーの新たな危機
第24回 同意された支配の崩壊
第25回 勝者の世界，敗者の世界
第26回 受動的革命？
第27回 崩壊という亡霊─新たな暗黒時代？
第28回 グローバルな民主的社会主義プロジェクトの衰

退？
第29回 まとめ
第30回 修士論文指導

○準備学習の内容
毎回指定する範囲のテキストは事前に読むこと。また

可能なかぎり，参考書も自主的に読みすすめておくこと。
○テ キ ス ト

William I. Robinson, Global Capitalism and the Crisis
of Humanity, Cambridge University Press, 2014.

○参 考 書
William I. Robinson, A Theory of Global Capitalism:

Production, Class, and State in a Transnational World,
Johns Hopkins University Press, 2004.

William I. Robinson, Latin America and Global
Capitalism: A Critical Globalization Perspective, Johns
Hopkins University Press, 2008.

アントニオ・ネグリ，マイケル・ハート，水嶋一憲［ほ
か］訳『〈帝国〉─グローバル化の世界秩序とマルチ
チュードの可能性』以文社，2003 年。

デヴィッド・ハーヴェイ，本橋哲也訳『ニュー・イン
ペリアリズム』青木書店，2005 年。

○学生に対する評価
授業準備，授業内での積極性，報告内容等にもとづい

て判定する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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経済学史特殊講義
⚔単位 森 下 宏 美

○授業の到達目標及びテーマ
本講義のテーマは，アダム・スミス『国富論』の読解

である。経済学のもっとも重要な古典である『国富論』
の読解を通じて，その論理構造を知るとともに，経済学
的思考の経済学史研究に必要な厳密なテキスト・クリ
ティークの能力を養うことを目標とする。

○授業の概要
本講義では，『国富論』の各章・節を順次取り上げ，受

講生による内容報告とそれに基づく討論によって読解を
進めてゆく。また，スミスに関する国内外の研究にも適
宜触れながら，新しい解釈の可能性や，スミスの現代的
意義を探ってゆく。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 第⚑篇第⚑章・第⚒章
第⚓回 第⚑篇第⚓・⚔・⚕章
第⚔回 第⚑篇第⚖・⚗章
第⚕回 第⚑篇第⚘章
第⚖回 第⚑篇第⚙章
第⚗回 第⚑篇第 10 章⑴
第⚘回 第⚑篇第 10 章⑵
第⚙回 第⚑篇第 11 章⑴
第10回 第⚑篇第 11 章⑵
第11回 第⚑篇第 11 章⑶
第12回 研究史の概観⑴ スミスの価値論について
第13回 研究史の概観⑵ スミスの分配論について
第14回 第⚒篇序論・第⚑章
第15回 第⚒篇第⚒章⑴
第16回 第⚒篇第⚒章⑵
第17回 第⚒篇第⚓章
第18回 第⚒篇第⚔・⚕章
第19回 研究史の概観⑶ スミスの資本蓄積論について
第20回 第⚔篇序論・第⚑章
第21回 第⚔篇第⚒章
第22回 第⚔篇第⚓章
第23回 第⚔篇第⚘章
第24回 第⚔篇第⚙章
第25回 研究史の概観⑷ スミスと重商主義について
第26回 研究史の概観⑸ スミスと重農主義について
第27回 第⚕篇第⚑章第⚑・⚒節
第28回 第⚕篇第⚑章第⚓節
第29回 第⚕篇第⚑章第⚔節
第30回 研究史の概観⑹ スミスの財政論について

○準備学習の内容
次回講読するテキストを事前によく読み，関連する研

究文献にも目を通しておくこと。
○テ キ ス ト

アダム・スミス（大河内一男監訳）『国富論Ⅰ～Ⅲ』中
公文庫

○参 考 書
適宜指示する。

○学生に対する評価
報告と討論の内容に基づいて評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

経済学史特殊講義演習⚑
⚔単位 森 下 宏 美

○授業の到達目標及びテーマ
本演習のテーマは，経済学の古典の講読である。経済

学の古典の講読を通じて，経済学史研究に必要な厳密な
テキスト・クリティークの能力を養うことを目標とする。

○授業の概要
本演習では，経済学史上重要な意義を有する古典的文

献を取り上げ，受講生による報告とそれに基づく討論に
よって，文献を読み進めてゆく。また，当該文献に関す
る研究史にも適宜触れながら，新しい解釈の可能性も
探ってゆく。

○授 業 計 画
第⚑回 テキストの選定と演習計画の立案
第⚒回 テキストの講読⑴
第⚓回 テキストの講読⑵
第⚔回 テキストの講読⑶
第⚕回 テキストの講読⑷
第⚖回 テキストの講読⑸
第⚗回 テキストの講読⑹
第⚘回 テキストの講読⑺
第⚙回 テキストの講読⑻
第10回 テキストの講読⑼
第11回 テキストの講読⑽
第12回 テキストの講読⑾
第13回 テキストの講読⑿
第14回 研究史的考察⑴
第15回 研究史的考察⑵
第16回 テキストの講読⒀
第17回 テキストの講読⒁
第18回 テキストの講読⒂
第19回 テキストの講読⒃
第20回 テキストの講読⒄
第21回 テキストの講読⒅
第22回 テキストの講読⒆
第23回 テキストの講読⒇
第24回 テキストの講読⚦
第25回 テキストの講読⚧
第26回 テキストの講読⚨
第27回 テキストの講読⚩
第28回 テキストの講読⚪
第29回 研究史的考察⑶
第30回 研究史的考察⑷

○準備学習の内容
次回講読するテキストを事前によく読み，関連する研

究文献にも目を通しておくこと。
○テ キ ス ト

受講者と相談のうえ，経済学の古典的文献を選定する。
○参 考 書

選定した文献に関する研究文献を適宜指示する。
○学生に対する評価

報告と討論の内容に基づいて評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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経済学史特殊講義演習⚒
⚔単位 森 下 宏 美

○授業の到達目標及びテーマ
本演習のテーマは，経済学の古典の講読である。経済

学の古典の講読を通じて，経済学史研究に必要な厳密な
テキスト・クリティークの能力を養うことを目標とする。

○授業の概要
本演習では，経済学史上重要な意義を有する古典的文

献を取り上げ，受講生による報告とそれに基づく討論に
よって，文献を読み進めてゆく。また，当該文献に関す
る研究史にも適宜触れながら，新しい解釈の可能性も
探ってゆく。

○授 業 計 画
第⚑回 テキストの選定と演習計画の立案
第⚒回 テキストの講読⑴
第⚓回 テキストの講読⑵
第⚔回 テキストの講読⑶
第⚕回 テキストの講読⑷
第⚖回 テキストの講読⑸
第⚗回 テキストの講読⑹
第⚘回 テキストの講読⑺
第⚙回 テキストの講読⑻
第10回 テキストの講読⑼
第11回 テキストの講読⑽
第12回 テキストの講読⑾
第13回 テキストの講読⑿
第14回 研究史的考察⑴
第15回 研究史的考察⑵
第16回 テキストの講読⒀
第17回 テキストの講読⒁
第18回 テキストの講読⒂
第19回 テキストの講読⒃
第20回 テキストの講読⒄
第21回 テキストの講読⒅
第22回 テキストの講読⒆
第23回 テキストの講読⒇
第24回 テキストの講読⚦
第25回 テキストの講読⚧
第26回 テキストの講読⚨
第27回 テキストの講読⚩
第28回 テキストの講読⚪
第29回 研究史的考察⑶
第30回 研究史的考察⑷

○準備学習の内容
次回講読するテキストを事前によく読み，関連する研

究文献にも目を通しておくこと。
○テ キ ス ト

受講者と相談のうえ，経済学の古典的文献を選定する。
○参 考 書

選定した文献に関する研究文献を適宜指示する。
○学生に対する評価

報告と討論の内容に基づいて評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

社会思想史特殊講義Ⅰ
⚔単位 小 林 淑 憲

○授業の到達目標及びテーマ
社会思想史の古典を講読することで，その古典が書か

れた当時の西洋の社会が直面していた同時代的，歴史的
諸問題についての理解を深める。今年度は，ヴォルテー
ル『歴史哲学』を，毎回ほぼ⚒項目ずつ読んでいく。

○授業の概要
18 世紀の知的巨人であるヴォルテールが関心を持ち，

考察した諸問題は，当時のヨーロッパにおける人文・社
会・自然科学全般の問題に関わっており，またヨーロッ
パが歴史的に背負ってきた諸問題に関係している。『歴
史哲学』を講読することで，18 世紀ヨーロッパが抱えて
いた問題の一端を把握したい。

○授 業 計 画
第⚑回 『歴史哲学』解題
第⚒回 地球上の諸変化 さまざまな人種
第⚓回 諸民族の古さ 霊魂についての認識
第⚔回 原初の人々の宗教 古代のほとんど全ての民族

に共通する慣習と感情
第⚕回 未開人 アメリカ
第⚖回 神政政治 カルデア人
第⚗回 ペルシア人になったバビロニア人 シリア
第⚘回 フェニキア人とサンコニアトン スキタイ人と

ゴメル人
第⚙回 アラビア ブラム，アブラム，アブラハム
第10回 インド 中国
第11回 エジプト エジプト人の言語と象徴
第12回 エジプト人の大建造物 エジプト人の儀式およ

び割礼
第13回 エジプト人の秘儀 ギリシア人，その古代の大

洪水，そのアルファベット，およびその天稟
第14回 ギリシアの立法家たち ミノス，オルフェウス，

霊魂の不滅，ギリシア人の諸派
第15回 ザレウコスおよびその他数人の立法者 バッカ

ス
第16回 前半の振り返り
第17回 オウィディウスが集めたギリシア人の変身物語

偶像崇拝
第18回 神託 ギリシア人の下での巫女と他民族へのそ

の影響
第19回 奇跡 神殿
第20回 魔法 人身御供
第21回 ケレス＝エレウシヌスの秘儀 存在を知られは

じめた頃のユダヤ人
第22回 エジプトにおけるユダヤ人 単に一民族の長と

して見られたモーセ
第23回 モーセ以後，サウルに至るまでのユダヤ人 ユ

ダヤの予言者たち
第24回 ユダヤ人の祈祷 ユダヤ史家，ヨセフス
第25回 アレクサンドロスとユダヤ人に関するフラウィ

ウス・ヨセフスの虚言 聖書の著者がご丁寧に
も採用して下さった民間伝承 古代諸民族およ
びユダヤ人における天使・神霊・悪魔

第26回 ユダヤ人が他の諸民族を教育したのか，それと
も他の諸民族がユダヤ人を教育したのか ロー
マ人。彼らの帝国と宗教の始まり，彼らの寛容

第27回 ローマ人の征服と衰退に関する諸問題 歴史を
書いた最初の諸民族と最初期の歴史家たちが書
いた作り話
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第28回 神の名において語った立法者たち
第29回 後半の振り返り
第30回 全体の振り返り

○準備学習の内容
次回講読予定の項目を熟読して，内容について疑問点

を調べる。
○テ キ ス ト

ヴォルテール『歴史哲学』法政大学出版局，1989 年
○参 考 書

授業において適宜指示する。
○学生に対する評価

報告と討論
課題の評価結果については個々に講評する。

社会思想史特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 小 林 淑 憲

○授業の到達目標及びテーマ
本演習のテーマは社会思想史の古典または研究書の講

読である。古典を講読する場合には，研究上必要なテキ
スト・クリティークの力を養い，研究書を講読する場合
には，社会思想史研究の動向を理解することを目的とす
る。

○授業の概要
本演習は，社会思想史における古典的作品または研究

書を講読し，報告者による報告と討論によって進められ
る。

○授 業 計 画
第⚑回 テキストの選定と年間計画の立案
第⚒回 文献講読⑴
第⚓回 文献講読⑵
第⚔回 文献講読⑶
第⚕回 文献講読⑷
第⚖回 文献講読⑸
第⚗回 文献講読⑹
第⚘回 文献講読⑺
第⚙回 文献講読⑻
第10回 文献講読⑼
第11回 文献講読⑽
第12回 文献講読⑾
第13回 文献講読⑿
第14回 文献講読⒀
第15回 文献講読⒁
第16回 文献講読⒂
第17回 文献講読⒃
第18回 文献講読⒄
第19回 文献講読⒅
第20回 文献講読⒆
第21回 文献講読⒇
第22回 文献講読⚦
第23回 文献講読⚧
第24回 文献講読⚨
第25回 文献講読⚩
第26回 文献講読⚪
第27回 文献講読⚫
第28回 文献講読⚬
第29回 文献講読⚭
第30回 文献講読⚮

○準備学習の内容
テキストをよく読んで，疑問点や感想などを討論のた

めに用意しておくこと。
○テ キ ス ト

受講者と相談の上，選定する。
○参 考 書

授業においてその都度指示する。
○学生に対する評価

報告と討論
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会思想史特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 小 林 淑 憲

○授業の到達目標及びテーマ
修士論文完成に向け，学生のテーマに深く関連する文

献の講読及び論文指導。
○授業の概要

前半 15 回は文献講読によって考察を深め，後半 15 回
は論文指導に充てる。

○授 業 計 画
第⚑回 文献講読⑴
第⚒回 文献講読⑵
第⚓回 文献講読⑶
第⚔回 文献講読⑷
第⚕回 文献講読⑸
第⚖回 文献講読⑹
第⚗回 文献講読⑺
第⚘回 文献講読⑻
第⚙回 文献講読⑼
第10回 文献講読⑽
第11回 文献講読⑾
第12回 文献講読⑿
第13回 文献講読⒀
第14回 文献講読⒁
第15回 文献講読⒂
第16回 修士論文原稿の検討⑴
第17回 修士論文原稿の検討⑵
第18回 修士論文原稿の検討⑶
第19回 修士論文原稿の検討⑷
第20回 修士論文原稿の検討⑸
第21回 修士論文原稿の検討⑹
第22回 修士論文原稿の検討⑺
第23回 修士論文原稿の検討⑻
第24回 修士論文原稿の検討⑼
第25回 修士論文原稿の検討⑽
第26回 修士論文原稿の検討⑾
第27回 修士論文原稿の検討⑿
第28回 修士論文原稿の検討⒀
第29回 残された課題の確認⑴
第30回 残された課題の確認⑵

○準備学習の内容
テキストをよく読んで，疑問点や感想などを討論のた

めに用意しておくこと。
○テ キ ス ト

受講者と相談の上，選定する。
○参 考 書

授業においてその都度指示する。
○学生に対する評価

報告と討論
課題の評価結果については個々に講評する。

社会思想史特殊講義Ⅱ
⚔単位 栗 林 広 明

○授業の到達目標及びテーマ
哲学の古典的著作を読解し，その議論の意義について

考察できるようになる。テーマはプラトンの『国家』の
思想。

○授業の概要
プラトンの『国家』（英語訳），第⚗巻⚖章以降を講読

する。
○授 業 計 画

第⚑回 プラトン『国家』について。また第⚗巻⚖章ま
での議論について。

第⚒回 講読⚑
第⚓回 講読⚒
第⚔回 講読⚓
第⚕回 講読⚔
第⚖回 講読⚕
第⚗回 講読⚖
第⚘回 講読⚗
第⚙回 講読⚘
第10回 講読⚙
第11回 講読 10
第12回 講読 11
第13回 講読 12
第14回 講読 13
第15回 講読 14，第⚑学期分の振り返り
第16回 講読 15
第17回 講読 16
第18回 講読 17
第19回 講読 18
第20回 講読 19
第21回 講読 20
第22回 講読 21
第23回 講読 22
第24回 講読 23
第25回 講読 24
第26回 講読 25
第27回 講読 26
第28回 講読 27
第29回 講読 28
第30回 講読 29，第⚒学期分の振り返り

○準備学習の内容
毎回，その週の範囲を予習する。授業後に要点をまと

めるようにする。
○テ キ ス ト

J. M. Cooper (ed.), Plato Complete Works, Hackett, 1997
に収録されている英語訳を使用する。なお履修者には印
刷して配付する。

○参 考 書
プラトン『国家』上，下，岩波文庫

○学生に対する評価
普段の取り組み＋レポート
課題の評価結果についての個々に講評する。
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社会思想史特殊講義Ⅱ演習⚑
⚔単位 栗 林 広 明

○授業の到達目標及びテーマ
古代ギリシア哲学の基礎的な知識を身につける。テー

マは古代ギリシア哲学。
○授業の概要

古代ギリシア哲学に関する論文を読む。
○授 業 計 画

第⚑回 導入
第⚒回 講読⚑
第⚓回 講読⚒
第⚔回 講読⚓
第⚕回 講読⚔
第⚖回 講読⚕
第⚗回 講読⚖
第⚘回 講読⚗
第⚙回 講読⚘
第10回 講読⚙
第11回 講読 10
第12回 講読 11
第13回 講読 12
第14回 講読 13
第15回 講読 14，第⚑学期分の振り返り
第16回 講読 15
第17回 講読 16
第18回 講読 17
第19回 講読 18
第20回 講読 19
第21回 講読 20
第22回 講読 21
第23回 講読 22
第24回 講読 23
第25回 講読 24
第26回 講読 25
第27回 講読 26
第28回 講読 27
第29回 講読 28
第30回 講読 29，第⚒学期分の振り返り

○準備学習の内容
取り上げる論文は予め目を通しておくのが望ましい。

授業後に要点をまとめるようにする。
○テ キ ス ト

G. Fine (ed.), Plato 1, 2, Oxford, 1999 などに収められ
たものを取り上げる。なお履修者には印刷して配付す
る。

○参 考 書
内山勝利（編）『哲学の歴史 第⚑巻』，中央公論新社，

2008 年
○学生に対する評価

普段の取り組み＋レポート
課題の評価結果についての個々に講評する。

社会思想史特殊講義Ⅱ演習⚒
⚔単位 栗 林 広 明

○授業の到達目標およびテーマ
修士論文の作成に向けた指導を行う。

○授業の概要
修士論文のテーマの決定，進捗状況の確認，先行研究

のフォロー，等々について相談に乗る。
○授 業 計 画

第⚑回 今後の相談。
第⚒回 チュートリアル⚑
第⚓回 チュートリアル⚒
第⚔回 チュートリアル⚓
第⚕回 チュートリアル⚔
第⚖回 チュートリアル⚕
第⚗回 チュートリアル⚖
第⚘回 チュートリアル⚗
第⚙回 チュートリアル⚘
第10回 チュートリアル⚙
第11回 チュートリアル 10
第12回 チュートリアル 11
第13回 チュートリアル 12
第14回 チュートリアル 13
第15回 チュートリアル 14
第16回 チュートリアル 15
第17回 チュートリアル 16
第18回 チュートリアル 17
第19回 チュートリアル 18
第20回 チュートリアル 19
第21回 チュートリアル 20
第22回 チュートリアル 21
第23回 チュートリアル 22
第24回 チュートリアル 23
第25回 チュートリアル 24
第26回 チュートリアル 25
第27回 チュートリアル 26
第28回 チュートリアル 27
第29回 チュートリアル 28
第30回 チュートリアル 29

○準備学習の内容
修士論文の構想，短いレポートをまとめておく。

○テ キ ス ト
特になし。

○参 考 書
授業の中で紹介する。

○学生に対する評価
毎回の授業での取り組み。
課題の評価結果については個々に講評する。

─ 45 ─

修

士

課

程



財政学特殊講義
⚔単位 野 口 剛

○授業の到達目標及びテーマ
（テーマ）

財政の基礎と応用
（到達目標）

修士論文を執筆するにあたり不可欠となる土台を構築
すること

○授業の概要
本講義は，テキストに沿って，初学者にも分かる形で

体系的に経済学の観点から財政学の講義を行うことで，
基礎知識を獲得してもらうことを目的とする。その内容
は講義計画に示すとおりで，財政学の主要トピックスを
ほぼ網羅するものとなっている。また，わが国の財政が
直面する諸課題とそれを解決していくための最新の知見
の紹介を通じて，財政学の応用的側面にも触れたい。

○授 業 計 画
⚑ 財政学とは
⚒ 財政の役割
⚓ 財政の仕組み
⚔ 経済分析の基本ツール
⚕ 市場と効率性
⚖ 外部性
⚗ 公共財
⚘ 社会厚生と再分配政策
⚙ 効率性と再分配政策
10 景気安定化機能
11 公共投資と社会資本
12 公営企業と規制産業
13 政府の失敗
14 地方財政制度の概要
15 政府間財政移転と地方債の実際
16 地方分権の経済分析
17 政府間財政移転の経済分析
18 租税の基礎理論
19 消費に対する課税
20 所得に対する課税
21 法人に対する課税
22 資産に対する課税
23 公的年金
24 医療・介護
25 子育て・教育
26 生活保護と公的扶助
27 財政収支
28 持続可能性と財政再建
29 中立命題
30 まとめ

○準備学習の内容
講義に備えてテキストならびに参考書の指定箇所を熟

読してくること。また，関連文献の渉猟が不可欠です。
○テ キ ス ト

畑農鋭矢，林正義，吉田浩（2015）『財政学をつかむ
新版』有斐閣

○参 考 書
植田和弘，諸富徹編著（2016）『テキストブック現代財

政学』有斐閣
西村幸浩，宮崎智視（2015）『財政のエッセンス』有斐

閣
など。テーマに応じてテキストを補完する文献を紹介

する。その多くは本学付属図書館に所蔵されているの

で，必ず一読の上，講義に出席すること。
○学生に対する評価

定期試験は行わず，平常試験（小レポートや小テスト），
講義中の発言などで評価します。

課題の評価結果については個々に講評する。
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財政学特殊講義演習⚑
⚔単位 野 口 剛

○授業の到達目標及びテーマ
（テーマ）
前期：国際財政の基礎と応用
後期：修士論文のテーマを定める

（到達目標）
前期：国際財政にかんする知見を獲得すること
後期：論文や書籍を凌駕することを通じて修士論文の

テーマを定めること
○授業の概要

前期：国際財政に関する基礎知識を獲得してもらうこと
を目的とする。その内容は講義計画に示すとおり
であるが，国際財政が直面する諸課題とそれを解
決していくための最新の知見の紹介を通じて，国
際財政の応用的側面にも触れたい。

後期：先行研究のサーベイを通じて受講者自身の修士論
文研究テーマを発見する。

○授 業 計 画
⚑ グローバル化と国際財政論
⚒ 重層的ガバナンスと国際財政システム
⚓ 財政金融政策の新たな展開
⚔ 国際課税における租税競争と協調⚑（競争の実態）
⚕ 国際課税における租税競争と協調⚒（OECD の取り

組み）
⚖ 国際課税における租税競争と協調⚓（EU の取り組

み）
⚗ 企業のグローバル化と移転価格税制⚑（移転価格税

制とは）
⚘ 企業のグローバル化と移転価格税制⚒（移転価格税

制の課題）
⚙ 企業のグローバル化と移転価格税制⚓（定式配賦方

式の検討）
10 グローバル・タックス⚑（グローバル・タックスと

は）
11 グローバル・タックス⚒（トービン税構想）
12 グローバル・タックス⚓（国際連帯税）
13 経済のグローバル化と政策協調
14 EU 共通財政と公的金融
15 前期のまとめ
16 文献サーベイと研究テーマ設定⚑（論文サーベイ・

邦語文献その⚑）
17 文献サーベイと研究テーマ設定⚒（論文サーベイ・

邦語文献その⚒）
18 文献サーベイと研究テーマ設定⚓（サーベイの要点

の報告その⚑）
19 文献サーベイと研究テーマ設定⚔（論文サーベイ・

邦語文献その⚓）
20 文献サーベイと研究テーマ設定⚕（論文サーベイ・

邦語文献その⚔）
21 文献サーベイと研究テーマ設定⚖（サーベイの要点

の報告その⚒）
22 文献サーベイと研究テーマ設定⚗（論文サーベイ・

邦語文献その⚕）
23 文献サーベイと研究テーマ設定⚘（論文サーベイ・

邦語文献その⚖）
24 文献サーベイと研究テーマ設定⚙（サーベイの要点

の報告その⚓）
25 文献サーベイと研究テーマ設定 10（論文サーベイ・

邦語文献その⚗）

26 文献サーベイと研究テーマ設定 11（論文サーベイ・
英語文献）

27 文献サーベイと研究テーマ設定 12（サーベイの要点
の報告その⚔）

28 文献サーベイと研究テーマ設定 13（課題・構成の設
定その⚑）

29 文献サーベイと研究テーマ設定 14（課題・構成の設
定その⚒）

30 文献サーベイと研究テーマ設定 15（課題・構成の設
定その⚓）

○準備学習の内容
演習に備えてテキストならびに参考書の指定箇所を熟

読してくること。また，関連文献の渉猟が不可欠となる。
○テ キ ス ト

演習参加者の問題関心に合わせて相談のうえで決定す
る。

○参 考 書
演習参加者の問題関心に合わせて相談のうえで決定す

る。
○学生に対する評価

定期試験は行わず，平常試験（小レポートや小テスト），
演習中の発言などで評価します。

課題の評価結果については個々に講評する。
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財政学特殊講義演習⚒
⚔単位 野 口 剛

○授業の到達目標及びテーマ
財政学に関する先行研究を学習し，修士論文の完成を

図る
○授業の概要

演習参加者の修士論文の完成に向け，財政学に関する
先行研究を学習し，その研究報告と内容の点検，研究の
不十分な点の補強，新しい論点の模索，などを，各自の
研究進捗状況にあわせた研究報告とその後の討論を通じ
て行う。

○授 業 計 画
第⚑回 研究テーマの確認
第⚒回 文献サーベイ⚑（論文サーベイ・邦語文献）
第⚓回 文献サーベイ⚒（論文サーベイ・英語文献）
第⚔回 文献サーベイ⚓（サーベイした論文の要点の確

認）
第⚕回 研究進捗状況の報告⚑（課題・構成）
第⚖回 追加文献サーベイ⚑（論文サーベイ・邦語文献）
第⚗回 追加文献サーベイ⚒（論文サーベイ・英語文献）
第⚘回 追加文献サーベイ⚓（サーベイした論文の要点

の確認）
第⚙回 追加文献サーベイ⚔（内容についての議論）
第10回 追加文献サーベイ⚕（拡張の可能性の検討）
第11回 研究進捗状況の報告⚒（課題・構成等の再検討）
第12回 研究進捗状況の報告⚓（課題・構成・分析の視

点）
第13回 研究進捗状況の報告⚔（問題意識について）
第14回 研究進捗状況の議論⚑（問題意識について）
第15回 研究進捗状況の報告⚕（構築した分析の枠組み

について）
第16回 研究進捗状況の議論⚒（構築した分析の枠組み

について）
第17回 研究進捗状況の報告⚖（構築した分析の枠組み

に基づく分析について）
第18回 研究進捗状況の議論⚓（構築した分析の枠組み

に基づく分析について）
第19回 研究進捗状況の報告⚗（前回の報告・議論を踏

まえた再検討結果の報告）
第20回 研究進捗状況の議論⚔（前回の報告・議論を踏

まえた再検討結果の報告に関する議論）
第21回 研究進捗状況の報告⚘（結論について）
第22回 研究進捗状況の議論⚕（結論について）
第23回 研究進捗状況の報告⚙（第⚑稿報告）
第24回 研究進捗状況の議論⚖（第⚑稿報告について議

論）
第25回 研究進捗状況の報告 10（第⚒稿報告）
第26回 研究進捗状況の議論⚗（第⚒稿報告について議

論）
第27回 研究進捗状況の報告 11（第⚓稿報告）
第28回 研究進捗状況の議論⚘（第⚓稿報告について議

論）
第29回 研究進捗状況の報告 12（第⚔稿報告）
第30回 まとめ

○準備学習の内容
修士論文の完成を目指して文献をしっかり読み込み，

それを論文に反映させられるようにしておくこと。
○テ キ ス ト

演習参加者の研究テーマ，希望に応じて決定する。
○参 考 書

演習参加者の研究テーマに応じて随時，指示する。
○学生に対する評価

修士論文の完成に向けた最終的な研究サーベイと論文
内容の完成度により評価する。

課題の評価結果については個々に講評する。

税制論特殊講義
⚔単位 野 口 剛

○授業の到達目標及びテーマ
（テーマ）
・税全般の基礎的な理論や制度などを把握し理解するこ

と
・わが国の所得税の理論，制度，現状と課題などを把握

し理解すること
（到達目標）
・修士論文を執筆するにあたり不可欠となる知的基盤を

構築すること
○授業の概要

・本講義では，まず，税全般の基礎的な理論や制度など
を把握することを通じ，税を考察する際の基盤を獲得
する。これらの基盤を構築したうえで，所得税の検討
を行う。具体的には，わが国の所得税の理論，制度，
現状などを把握し身につけたうえで，何がどのような
理由により経済的また法的に問題となっているのか，
その解決のためにどのような措置や提案がなされてい
るのか，また発生した法的な問題に対し，裁判所はど
のような論理構成を行ったうえで判断を下しているの
か，またその妥当性はいかほどか，判決がその後，法
にどのような影響を与えたのか，などを先行研究の知
見を摂取しながら検討する。これらを通じて，わが国
の所得税への理解を深める。

・さらに，適宜，政府税制調査会において議論されてい
る所得税に関するイシューについて，ホームページで
公開されている資料と議事録等を確認することを通
じ，論点の所在とその動向を把握するようにする。

※本講義受講に続き，法人税，消費税，相続税を対象と
する税法特殊講義を受講してください。

○授 業 計 画
⚑ 税制論入門①：税とは何か，税の意義，税の必要性
⚒ 税制論入門②：租税根拠論，税の種類，目的，機能
⚓ 税制論入門③：租税法律主義
⚔ 税制論入門④：租税原則，租税体系
⚕ 税制論入門⑤：税法における公平
⚖ 租税理論①：包括的所得税
⚗ 租税理論②：支出税
⚘ 租税理論③：最適課税論
⚙ 所得税入門①：納税義務者と源泉徴収義務者
10 所得税入門②：所得税の全体像
11 所得税入門③：わが国の所得税法の生成と展開
12 所得税入門④：所得概念
13 所得税入門⑤：課税単位と人的帰属
14 所得税入門⑥：10 種類の所得区分とその仕組み
15 所得税入門⑦：権利確定主義とは
16 所得税入門⑧：控除制度とは
17 所得税①：所得税の意義
18 所得税②：所得概念その⚑（包括的所得概念，現物

所得）
19 所得税③：所得概念その⚒（帰属所得，原資の回復）
20 所得税④：所得分類その⚑（利子所得など）
21 所得税⑤：所得分類その⚒（給与所得など）
22 所得税⑥：課税単位
23 所得税⑦：所得控除
24 所得税⑧：税率構造
25 所得税⑨：所得概念と時間
26 所得税⑩：実現と譲渡
27 所得税⑪：現金主義と発生主義
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28 所得税⑫：費用控除⚑（必要経費控除）
29 所得税⑬：費用控除⚒（控除とタイミング，利子，

損失）
30 所得税⑭：時間とリスク

○準備学習の内容
・講義に備えてテキストならびに参考書の指定箇所を熟

読してくること。
・判例報告においては，『ケースブック租税法』第⚕版，
『租税判例百選』第⚗版，本学附属の判例演習室所収の
文献やインターネット資料（学内データベースや税務
訴訟資料，TKC ローライブラリー内の税法話題の判
例紹介など）を活用します（判例演習室の利用ガイダ
ンスを別途行います）。

・講義の冒頭で，受講者に⚑週間の税に関するトピック
スを簡潔に報告してもらいますので，さまざまな媒体
を活用し，税に関する動きに触れるようにしておいて
ください。

○テ キ ス ト
増井良啓（2018）『租税法入門』第⚒版，有斐閣（第⚑

回講義から主テキストとして利用するので事前に準備を
しておくこと）

木山泰嗣（2018）『教養としての「所得税法」入門』日
本実業出版社（第⚙回から第 16 回講義で利用する）

藤田晴（1992）『所得税の基礎理論』中央経済社（必要
箇所を配布する）

宮島洋（1986）『租税論の展開と日本の税制』日本評論
社（必要箇所を配布する）

金子宏・佐藤英明・増井良啓・渋谷雅弘編（2017）『ケー
スブック租税法』第⚕版，弘文堂

中里実・佐藤英明・増井良啓・渋谷雅弘・渕圭吾編（2021）
『租税判例百選』第⚗版，有斐閣（別冊ジュリスト no.253）

中里実・増井良啓・渕圭吾編（2021）『租税法判例六法』
第⚕版，有斐閣

→上記⚓冊は，最新版を毎回講義に持参すること。
○参 考 書

石弘光（2008）『現代税制改革史』東洋経済新報社
宮本憲一・鶴田廣巳・諸富徹編（2014）『現代租税の理

論と思想』有斐閣
金子宏（2021）『租税法』第 24 版，弘文堂
水野忠恒（2023）『大系租税法』第⚔版，中央経済社
水野忠恒編（2022）『テキストブック租税法』第⚓版，

中央経済社
岡村忠生・酒井貴子・田中晶国（2021）『租税法』第⚓

版，有斐閣
谷口勢津夫（2021）『税法基本講義』第⚗版，弘文堂
佐藤英明（2022）『スタンダード所得税法』第⚓版，弘

文堂
金子宏編著（2001）『所得税の理論と課題』⚒訂版，税

務経理協会
金子宏（2010）『所得税・法人税の理論と課題』日本租

税研究協会
金子宏（1996）『課税単位及び譲渡所得の研究』有斐閣
金子宏（1996）『所得課税の法と政策』有斐閣
金子宏（1995）『所得概念の研究』有斐閣
金子宏監修（2017）『現代租税法講座』第⚑巻から第⚔

巻，日本評論社
講義中に，よりすすんだ学習，研究を行うための参考

文献を都度紹介する。また，論文や新聞記事などを追加
で配布します。

○学生に対する評価
定期試験は行わず，平常試験（小レポートや小テスト），

講義中の発言などで評価します。
課題の評価結果については個々に講評する。
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税制論特殊講義演習⚑
⚔単位 野 口 剛

○授業の到達目標及びテーマ
（テーマ）
第⚑回から第 15 回（以下，前半）：わが国の地方税
第 16 回から第 30 回（以下，後半）：修士論文のテーマを
定める

（到達目標）
前半：わが国の地方税制度，理論，現状，課題などを把

握する
後半：論文や書籍を凌駕することを通じて修士論文の

テーマを定めること
○授業の概要

前半は，わが国の地方税制度，理論，課題を検討する。
後半は，先行研究のサーベイを通じて演習参加者自身の
修士論文研究テーマを発見する。

○授 業 計 画
⚑ 地方財政の機能，しくみと地方税
⚒ わが国の地方税財政制度の歴史的展開
⚓ 地方税の理論
⚔ 地方政府の課税自主権
⚕ 地方税体系
⚖ 住民税①：仕組みと現状
⚗ 住民税②：課題と改革
⚘ 法人住民税
⚙ 法人事業税①：課税根拠とわが国における沿革
10 法人事業税②：課題と付加価値の類型
11 法人事業税③：外形標準課税に至る展開とそれを支

える理論，実態
12 法人事業税④：外形標準課税の評価と今後
13 固定資産税①：課税根拠と制度の概略
14 固定資産税②：固定資産の評価
15 地方税改革
16 文献サーベイと研究テーマ設定⚑（論文サーベイ・

邦語文献その⚑）
17 文献サーベイと研究テーマ設定⚒（論文サーベイ・

邦語文献その⚒）
18 文献サーベイと研究テーマ設定⚓（サーベイの要点

の報告その⚑）
19 文献サーベイと研究テーマ設定⚔（論文サーベイ・

邦語文献その⚓）
20 文献サーベイと研究テーマ設定⚕（論文サーベイ・

邦語文献その⚔）
21 文献サーベイと研究テーマ設定⚖（サーベイの要点

の報告その⚒）
22 文献サーベイと研究テーマ設定⚗（論文サーベイ・

邦語文献その⚕）
23 文献サーベイと研究テーマ設定⚘（論文サーベイ・

邦語文献その⚖）
24 文献サーベイと研究テーマ設定⚙（サーベイの要点

の報告その⚓）
25 文献サーベイと研究テーマ設定 10（論文サーベイ・

邦語文献その⚗）
26 文献サーベイと研究テーマ設定 11（論文サーベイ・

英語文献）
27 文献サーベイと研究テーマ設定 12（サーベイの要点

の報告その⚔）
28 文献サーベイと研究テーマ設定 13（課題・構成の設

定その⚑）
29 文献サーベイと研究テーマ設定 14（課題・構成の設

定その⚒）
30 文献サーベイと研究テーマ設定 15（課題・構成の設

定その⚓）
○準備学習の内容

演習に備えてテキストならびに参考書の指定箇所を熟
読してくること。また，関連文献の渉猟が不可欠となる。

日常的に税制に関する報道，雑誌，研究論文，書籍に
関心を寄せること。

○テ キ ス ト
前半

水野忠恒（2021）『大系租税法』第⚓版，中央経済社（第
⚕編を使用）

奈良県税制調査会（2014）『望ましい地方税のありか
た：奈良県税制調査会からの発信』清文社

など。
後半

演習参加者の問題関心に合わせて相談のうえで決定す
る。

○参 考 書
前半

金子宏（2021）『租税法』第 24 版，弘文堂
橋本徹編著（2001）『地方税の理論と課題』改訂版，税

務経理協会（ただし制度変更に注意）
租税法学会（2015）「地方税財政の諸問題」『租税法研

究』第 43 号，有斐閣
など。論文や新聞記事などの追加文献を配布します。

後半
演習参加者の問題関心に合わせて相談のうえで決定す

る。
○学生に対する評価

定期試験は行わず，平常試験（小レポートや小テスト），
演習中の発言などで評価します。

課題の評価結果については個々に講評する。
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税制論特殊講義演習⚒
⚔単位 野 口 剛

○授業の到達目標及びテーマ
修士論文を完成させる

○授業の概要
演習参加者の修士論文の完成に向け，研究報告とその

内容の点検，研究の不十分な点の補強，新しい論点の模
索，などを，各自の研究進捗状況にあわせた研究報告と
その後の討論を通じて行う。

○授 業 計 画
⚑ 税制論特殊講義演習⚑の到達点の確認
⚒ 文献サーベイ⚑（論文サーベイ・邦語文献）
⚓ 文献サーベイ⚒（論文サーベイ・英語文献）
⚔ 文献サーベイ⚓（サーベイした論文の要点の確認）
⚕ 修士論文報告⚑（課題・構成）
⚖ 追加文献サーベイ⚑（論文サーベイ・邦語文献）
⚗ 追加文献サーベイ⚒（論文サーベイ・英語文献）
⚘ 追加文献サーベイ⚓（サーベイした論文の要点の確

認）
⚙ 追加文献サーベイ⚔（内容についての議論）
10 追加文献サーベイ⚕（拡張の可能性の検討）
11 修士論文報告⚒（課題・構成等の再検討）
12 修士論文報告⚓（課題・構成・分析の視点）
13 修士論文報告⚔（問題意識について）
14 修士論文議論⚑（問題意識について）
15 修士論文報告⚕（構築した分析の枠組みについて）
16 修士論文議論⚒（構築した分析の枠組みについて）
17 修士論文報告⚖（構築した分析の枠組みに基づく分

析について）
18 修士論文議論⚓（構築した分析の枠組みに基づく分

析について）
19 修士論文報告⚗（前回の報告・議論を踏まえた再検

討結果の報告）
20 修士論文議論⚔（前回の報告・議論を踏まえた再検

討結果の報告に関する議論）
21 修士論文報告⚘（結論について）
22 修士論文議論⚕（結論について）
23 修士論文報告⚙（第⚑稿報告）
24 修士論文議論⚖（第⚑稿報告について議論）
25 修士論文報告 10（第⚒稿報告）
26 修士論文議論⚗（第⚒稿報告について議論）
27 修士論文報告 11（第⚓稿報告）
28 修士論文議論⚘（第⚓稿報告について議論）
29 修士論文報告 12（第⚔稿報告）
30 修士論文最終稿の検討

○準備学習の内容
修士論文の完成を目指して文献を十分に読み込み，そ

れを論文に反映させられるようにしておくこと。
○テ キ ス ト

演習参加者の研究テーマ，希望に応じて決定する。
○参 考 書

演習参加者の研究テーマに応じて随時指示する。
○学生に対する評価

修士論文の完成に向けた研究サーベイと論文の完成度
により評価する。

課題の評価結果については個々に講評する。

地方財政論特殊講義
⚔単位 西 村 宣 彦

○授業の到達目標及びテーマ
財政及び地方財政の理論・歴史・制度を学習し，歴史

的視点に立った財政及び地方財政の理論的認識の獲得を
目指す。合わせて初中級レベルの公共経済学の知見も修
得する。

○授業の概要
財政学・地方財政論の基本文献を講読するとともに，

現在財政・地方財政が直面する諸課題の理解に資する専
門書の講読を行う。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 財政学の基本視角
第⚓回 財政思想～財政学の生成と展開
第⚔回 財政思想～現代財政学の諸潮流
第⚕回 予算論～予算の機能と原則
第⚖回 予算論～予算過程の実態と予算制度改革
第⚗回 租税論～租税原則と租税体系
第⚘回 租税論～人税と物税
第⚙回 公債論
第10回 経費論～社会保障
第11回 経費論～公共投資
第12回 政府間財政関係論
第13回 社会保障基金財政
第14回 公企業と財政投融資
第15回 財政の未来
第16回 ガイダンス
第17回 現代地方自治と地方財政
第18回 日本における地方自治と地方財政の歩み
第19回 地方自治体の役割と経費
第20回 地域経済と地方財政
第21回 創造的まちづくりと地方財政
第22回 環境エネルギーと地方財政
第23回 災害と地方財政
第24回 少子高齢化と地方財政
第25回 地方自治の財政基盤
第26回 地方税と課税自主権
第27回 地方交付税と国庫支出金
第28回 地方債と地域金融
第29回 地方公営企業と第⚓セクター
第30回 予算制度と住民自治

○準備学習の内容
輪読文献や論文を事前に読んだ上で関連する論文や資

料にも目を通し，論点・疑問点を明確にもってゼミに臨
む。

○テ キ ス ト
神野直彦（2002）『財政学』有斐閣
その他，講義中に指示する。必要に応じて論文等を配

布する。
○参考書・参考資料等

諸富徹（2013）『私たちはなぜ税金を納めるのか』新潮
社

その他，適宜指示する。必要に応じて論文等を配布す
る。

○学生に対する評価
授業中の報告・発言の水準を基に評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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地方財政論特殊講義演習⚑
⚔単位 西 村 宣 彦

○授業の到達目標及びテーマ
現代地方財政の分析に必要な基本的素養を養う。

○授業の概要
地方財政に係わる基本的素養（理論・歴史・制度）を

身につけるとともに，実際の財政データに触れて自治体
財政分析の基本を身につける。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 地方財政分析の視角
第⚓回 地方財政分析の方法
第⚔回 日本の地方自治制度
第⚕回 政府間機能配分と地方経費構造
第⚖回 政府間税源配分
第⚗回 地方税体系
第⚘回 補助金
第⚙回 政府間財政調整制度
第10回 地方債
第11回 特別会計
第12回 地方公社と第三セクター
第13回 予算・決算・監査制度
第14回 地方財政健全化法制
第15回 地方財政対策と地方財政計画
第16回 公共事業と地方財政
第17回 地域医療と地方財政
第18回 産業振興・地域活性化対策と地方財政
第19回 地方財政の国際比較
第20回 スウェーデンの地方財政
第21回 イギリスの地方財政
第22回 ドイツの地方財政
第23回 フランスの地方財政
第24回 アメリカの地方財政
第25回 中国の地方財政
第26回 韓国の地方財政
第27回 地方財政統計と自治体財政データの活用
第28回 自治体財政指標の見方
第29回 自治体財政の時系列分析
第30回 自治体間の財政比較分析

○準備学習の内容
輪読文献や論文を事前に読んだ上で関連する論文や資

料にも目を通し，論点・疑問点を明確にもってゼミに臨
む。

○テ キ ス ト
宮本憲一・鶴田廣巳『セミナー現代地方財政Ⅰ・Ⅱ』

頸草書房，2008 年
必要に応じて論文等を配布する。

○参考書・参考資料等
適宜指示する。必要に応じて論文等を配布する。

○学生に対する評価
授業中の発言や提出課題の水準を基に評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

地方財政論特殊講義演習⚒
⚔単位 西 村 宣 彦

○授業の到達目標及びテーマ
地方財政論の分野における修士論文を作成することを

目標とし，そのために必要な文献を講読することで，知
識を深めるとともに，学生が執筆した論文への助言・指
導を適宜行う。

○授業の概要
⚑学期は論文のテーマを決定し，数回の中間報告を行

うともに，論文と関連した財政・地方財政に関する文献
の講読を行う。⚒学期は，論文の中間報告と助言・指導
に重点を置くが，執筆論文に関連した文献の講読も適宜
行う。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 財政・地方財政に関する文献輪読⑴
第⚓回 財政・地方財政に関する文献輪読⑵
第⚔回 財政・地方財政に関する文献輪読⑶
第⚕回 修士論文の中間報告・指導⑴
第⚖回 財政・地方財政に関する文献輪読⑷
第⚗回 財政・地方財政に関する文献輪読⑸
第⚘回 財政・地方財政に関する文献輪読⑹
第⚙回 財政・地方財政に関する文献輪読⑺
第10回 修士論文の中間報告・指導⑵
第11回 財政・地方財政に関する文献輪読⑻
第12回 財政・地方財政に関する文献輪読⑼
第13回 財政・地方財政に関する文献輪読⑽
第14回 修士論文の中間報告・指導⑶
第15回 修士論文の中間報告・指導⑷
第16回 修士論文の中間報告・指導⑸
第17回 修士論文の中間報告・指導⑹
第18回 財政・地方財政に関する文献輪読⑾
第19回 修士論文の中間報告・指導⑺
第20回 財政・地方財政に関する文献輪読⑿
第21回 修士論文の中間報告・指導⑻
第22回 財政・地方財政に関する文献輪読⒀
第23回 修士論文の中間報告・指導⑼
第24回 財政・地方財政に関する文献輪読⒁
第25回 修士論文の中間報告・指導⑽
第26回 財政・地方財政に関する文献輪読⒂
第27回 修士論文の中間報告・指導⑾
第28回 修士論文の中間報告・指導⑿
第29回 修士論文の中間報告・指導⒀
第30回 修士論文のプレゼン準備・指導

○準備学習の内容
輪読文献や論文を事前に読んだ上で関連する論文や資

料にも目を通し，論点・疑問点を明確にもってゼミに臨
む。

○テ キ ス ト
授業中に指示する。

○参考書・参考資料等
適宜指示する。必要に応じて論文等を配布する。

○学生に対する評価
授業中の発言や修士論文の水準を基に評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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日本経済論特殊講義
⚔単位 板 垣 暁

○授業の到達及びテーマ
本講義では，テーマである戦後の日本経済について理

解を深めるとともに，それを踏まえて日本経済の現在と
抱える課題の解決策を展望することを到達点とする。

○授業の概要
前半では日本経済史の代表的文献を輪読するととも

に，それについてディスカッションを行う。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス（講義の説明）
第⚒回 高度成長期の概説
第⚓回 1955 年の意味
第⚔回 成長の軌跡⚑（資源・エネルギー・農業・産業）
第⚕回 成長の軌跡⚒（貿易・大衆消費社会）
第⚖回 歴史の中の高度成長
第⚗回 高度成長と技術発展
第⚘回 都市化と農村の変貌
第⚙回 高度成長と財政金融
第10回 産業政策と国際競争力
第11回 日本企業システムと高度経済成長
第12回 通貨危機と石油危機
第13回 レーガノミクスと貿易摩擦
第14回 金融自由化と行政改革
第15回 プラザ合意と円高不況
第16回 景気拡大と株価・地価の高騰
第17回 株価・地価の高騰，円高と企業行動
第18回 バブル崩壊と景気後退
第19回 不良債権問題への対応と構造改革
第20回 超円高と産業空洞化
第21回 日本の金融危機とアジア通貨危機
第22回 財政政策と金融政策
第23回 構造改革の展開・IT バブル
第24回 「失われた 10 年」の様相
第25回 2002 年からの景気回復
第26回 量的緩和・不良債権処理
第27回 小泉構造改革
第28回 日本経済の諸問題⚑（ディスカッション）
第29回 日本経済の諸問題⚒（ディスカッション）
第30回 日本経済の諸問題⚓（ディスカッション）

○準備学習の内容
授業で輪読する箇所を予め読んでおくこと。また，関

連書籍・資料について予め調べるとともに論点，質問等
をまとめておくこと。

○テ キ ス ト
安場保吉・猪木武徳編『日本経済史⚘ 高度成長』，岩

波書店，1989 年
石井寛治・原朗・武田晴人編『日本経済史⚕ 高度成

長期』，東京大学出版会，2010 年
小峰隆夫編『バブル／デフレ期の日本経済と経済政策

歴史編⚑ 日本経済の記録 第⚒次石油危機への対応か
らバブル崩壊まで』，佐伯印刷株式会社，2011 年

小峰隆夫編『バブル／デフレ期の日本経済と経済政策
歴史編⚒ 日本経済の記録 金融危機，デフレと回復過
程』，佐伯印刷株式会社，2011 年

○参 考 書
適宜指定する。

○学生に対する評価
各回の報告及びディスカッションの内容で評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

日本経済論特殊講義演習⚑
⚔単位 板 垣 暁

○授業の到達及びテーマ
修士論文の作成第一段階として自身の修士論文のテー

マを決定することを到達点とする。
○授業の概要

戦後を対象とした日本経済史及び日本経営史の学術論
文を精読するとともに，自身のテーマ決定を行う。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス（授業の概要）
第⚒回 論文輪読（繊維）
第⚓回 論文輪読（アパレル）
第⚔回 論文輪読（アパレル）
第⚕回 論文輪読（自動車）
第⚖回 論文輪読（自動車）
第⚗回 論文輪読（二輪車）
第⚘回 論文輪読（テレビ）
第⚙回 論文輪読（テレビ）
第10回 論文輪読（VTR）
第11回 論文輪読（IC 産業）
第12回 論文輪読（金型）
第13回 論文輪読（鉄鋼）
第14回 論文輪読（石油化学）
第15回 論文輪読（石油化学）
第16回 論文輪読（エネルギー政策）
第17回 論文輪読（石炭）
第18回 論文輪読（電力）
第19回 論文輪読（電力）
第20回 論文輪読（百貨店）
第21回 論文輪読（流通）
第22回 論文輪読（企業集団）
第23回 論文輪読（労働）
第24回 論文輪読（労働）
第25回 テーマ報告（受講生の選定テーマ発表）
第26回 テーマ報告（受講生の選定テーマ発表）
第27回 テーマ報告（受講生の選定テーマ発表）
第28回 先行研究調査（論文の探し方）
第29回 統計・資料について
第30回 論文を書く

○準備学習の内容
授業で輪読する論文を予め読んでおくこと。また，関

連書籍・資料について予め調べるとともに論点，質問等
をまとめておくこと。

○テ キ ス ト
適宜指定する。

○参 考 書
適宜指定する。

○学生に対する評価
毎回の報告，ディスカッションの内容で評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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日本経済論特殊講義演習⚒
⚔単位 板 垣 暁

○授業の到達及びテーマ
これまで学んだことを踏まえ，修士論文の完成を目指

す。
○授業の概要

修士論文の完成のため，各論文の報告とそのブラッ
シュアップを行う。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 春休みの成果報告
第⚓回 論文の構成・目次案報告⚑
第⚔回 論文の構成・目次案報告⚒
第⚕回 論文の構成・目次案報告⚓
第⚖回 執筆論文の検討⚑
第⚗回 執筆論文の検討⚒
第⚘回 執筆論文の検討⚓
第⚙回 論文の構成・目次案再報告⚑
第10回 論文の構成・目次案再報告⚒
第11回 論文の構成・目次案再報告⚓
第12回 執筆論文の再検討⚑
第13回 執筆論文の再検討⚒
第14回 執筆論文の再検討⚓
第15回 夏休みに向けて
第16回 夏休みの成果報告
第17回 論文の構成・目次案再々報告⚑
第18回 論文の構成・目次案再々報告⚒
第19回 論文の構成・目次案再々報告⚓
第20回 執筆論文の再々検討⚑
第21回 執筆論文の再々検討⚒
第22回 執筆論文の再々検討⚓
第23回 論文の構成・目次案最終報告⚑
第24回 論文の構成・目次案最終報告⚒
第25回 論文の構成・目次案最終報告⚓
第26回 執筆論文の最終検討⚑
第27回 執筆論文の最終検討⚒
第28回 執筆論文の最終検討⚓
第29回 修士論文成果報告⚑
第30回 修士課程の総括

○準備学習の内容
授業で輪読する論文を予め読んでおくこと。また，関

連書籍・資料について予め調べるとともに論点，質問等
をまとめておくこと。

○テ キ ス ト
適宜指定する。

○参 考 書
適宜指定する。

○学生に対する評価
報告及びディスカッションの内容で評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

地域経済論特殊講義Ⅰ
⚔単位 大 貝 健 二

○授業の到達目標及びテーマ
本講義では，地域経済がどのように把握されてきたの

かを学ぶ。
○授業の概要

まず，地域経済の把握の方法を学ぶ。続いて地域経済
の歴史，諸特徴，類型を検討する。その上で，持続可能
な地域を実現するために不可欠な政策，及び地域経済の
主体について理解を深める。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 経済のグローバル化と地域
第⚓回 地域経済の把握の方法①政治経済学的アプロー

チ
第⚔回 地域経済の把握の方法②経済地理学的アプロー

チ
第⚕回 地域経済の把握の方法③空間経済学的アプロー

チ
第⚖回 地域経済の歴史①戦前期～戦間期
第⚗回 地域経済の歴史②戦後復興期～高度経済成長期
第⚘回 地域経済の歴史③低成長期
第⚙回 地域経済の歴史④ 1990 年代～
第10回 地域経済の類型①世界都市
第11回 地域経済の類型②工業都市・企業城下町・工業

集積地
第12回 地域経済の類型③地方中核都市
第13回 地域経済の類型④中山間地域，周辺地域
第14回 地域経済の類型⑤ハイテク産業都市
第15回 地域産業政策と地域開発政策，中小企業政策
第16回 中小企業振興基本条例とはなにか
第17回 中小企業振興基本条例制定と中小企業政策
第18回 中小企業振興基本条例に基づく地域産業政策の

展開①帯広市
第19回 中小企業振興基本条例に基づく地域産業政策の

展開②別海町
第20回 中小企業振興基本条例に基づく地域産業政策の

展開③倶知安町
第21回 欧州の社会的連帯経済①フランスの事例
第22回 欧州の社会的連帯経済②政策評価の方法
第23回 社会的企業の類型的把握①社会的企業とは
第24回 社会的企業の類型的把握②コミュニティビジネ

ス・NPO
第25回 社会的企業の累計的把握③営利企業による地域

貢献型経済活動
第26回 地域経済の主体形成と地域づくり①主体形成に

関する議論の整理
第27回 地域経済の主体形成と地域づくり②中山間地域

の取り組み
第28回 地域経済の主体形成と地域づくり③都市部での

取り組み
第29回 内発的発展論／地域内再投資力論／地域産業連

関の構築と経済循環
第30回 まとめ：地域経済の活性化には何が必要なの

か？
○準備学習の内容

使用テキストを読み込むことはもちろん，講義中に紹
介した文献にも目を通しておくこと。

○テ キ ス ト
事前には特に指定しない。

─ 54 ─



○参 考 書
ジェイコブス『発展する地域 衰退する地域─地域が

自立するための経済学─』ちくま学芸文庫，2012 年
シューマン『スモールマート革命─持続可能な地域経

済活性化への挑戦─』明石書店，2013 年
○学生に対する評価

授業への参加態度（報告，発言内容）によって評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

地域経済論特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 大 貝 健 二

○授業の到達目標及びテーマ
地域づくり，特に主体形成に関する研究動向を学ぶな

かで，修士論文のテーマを検討・確定させる。
○授業の概要

本演習では，地域づくりの理論・実践に関する文献輪
読の他，修士課程における研究テーマの検討・確定を行
う。

また，修士論文作成にあたって習得しておくべき研
究・調査方法を身につける。

○授 業 計 画
テーマ「地域経済循環の構築と主体形成」

第⚑回 ガイダンス（演習の進め方）
第⚒回 受講者の過去の研究報告（主に卒業論文）
第⚓回 大学院での研究・調査内容に関して（文献・資

料収集）
第⚔回 大学院での研究・調査内容に関して（アンケー

ト・ヒアリング調査）
第⚕回 地域とは何か，地域づくりがなぜ必要なのか
第⚖回 地域分析の方法①都市と農村の対立
第⚗回 地域分析の方法②外来型開発と内発的発展論
第⚘回 地域分析の方法③地域内再投資力論
第⚙回 地域分析の方法④主体形成論
第10回 地域づくりに関する理論的検討①地場産業論
第11回 地域づくりに関する理論的検討②産業集積論
第12回 地域づくりに関する理論的検討③産業クラス

ター論
第13回 地域づくりに関する理論的検討④産業連関分析
第14回 地域づくりに関する理論的検討⑤「学習する地

域」論
第15回 地域づくりに関する理論的検討⑥ローカルミ

リュウ
第16回 二学期ガイダンス（修士論文テーマ確定に向け

て）
第17回 修士論文テーマの報告・検討
第18回 修士論文テーマの確定
第19回 条件不利地域と農村再生①：理論的フレーム

ワークの検討
第20回 条件不利地域と農村再生②：個別事例 北海道

下川町
第21回 条件不利地域と農村再生③：個別事例 高知県

四万十町
第22回 条件不利地域と農村再生④：個別事例 島根県

海士町
第23回 修士論文テーマの中間報告（目次案）
第24回 修士論文の先行研究サーベイ（著書：リストの

作成含）
第25回 修士論文の先行研究サーベイ（論文・雑誌等：

リストの作成含）
第26回 地域マネジメントと主体形成①：自治体による

地域振興策の批判的検討
第27回 地域マネジメントと主体形成②：地域マーケ

ティング
第28回 地域マネジメントと主体形成③：コミュニティ

デザイン
第29回 地域マネジメントと主体形成④：ソーシャルビ

ジネス
第30回 二学期のまとめ
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○準備学習の内容
使用テキストを読み込むことはもちろん，講義中に紹

介した文献にも目を通しておくこと。
○テ キ ス ト

適宜指示する。
○参考書・参考資料等

適宜指示する。
○学生に対する評価

テキストの理解度・演習への参加状況から総合的に評
価する。

課題の評価結果については個々に講評する。

地域経済論特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 大 貝 健 二

○授業の到達目標及びテーマ
地域づくりに関する先行研究の学習，修士論文の完成

○授業の概要
本演習では，修士論文完成に向けて，地域づくりの理

論・実践に関する文献輪読の他，修士論文作成にあたっ
て習得しておくべき研究・調査方法を確認・実践する。

○授 業 計 画
第⚑回 前年度からの進捗状況の確認
第⚒回 修士論文の中間報告発表（課題・構成）
第⚓回 前回コメントした箇所の修整・深化
第⚔回 論文執筆のルール（学術論文の表現方法に関し

て）
第⚕回 論文執筆のルール（注・引用の仕方について）
第⚖回 フィールドワークの技法（ヒアリング調査）
第⚗回 フィールドワークの技法（アンケート調査）
第⚘回 フィールドワークの技法（データの分析・活用

方法）
第⚙回 地域づくりに関する統計分析手法
第10回 調査対象の選定
第11回 調査対象の確定
第12回 関連論文のサーベイ・報告（学会誌・雑誌等）
第13回 関連論文のサーベイ・報告（単行本）
第14回 フィールドワークの実施（自治体等，地域自治

組織等）
第15回 フィールドワークの実施（地域中小企業，コミュ

ニティビジネス等）
第16回 ⚑学期の反省，⚒学期のガイダンス（スケジュー

ル等）
第17回 修士論文の中間報告発表（フィールドワークか

ら見えてきたこと）
第18回 修士論文の中間報告発表（先行研究とフィール

ドワークの照らし合せ）
第19回 前回コメントした箇所の再検討・深化
第20回 修士論文の構成確定（目次・課題・分析視角）
第21回 修士論文に関連するサーベイ（学会論文等）
第22回 修士論文に関連するサーベイ（主体形成に関連

するもの）
第23回 修士論文の中間報告（本文の内容について）
第24回 修士論文の執筆
第25回 修士論文の中間報告（結論について）
第26回 前回コメントした箇所の再検討・深化
第27回 修士論文の執筆（推敲）
第28回 修士論文の最終確認
第29回 修士論文発表会の練習
第30回 修士課程の総括

○準備学習の内容
使用テキストを読み込むことはもちろん，講義中に紹

介した文献にも目を通しておくこと。
○テ キ ス ト

特に使用しない
○参考書・参考資料等

適宜紹介する。
○学生に対する評価

修士論文の内容，演習への参加状況から総合的に評価
する。

課題の評価結果については個々に講評する。
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地域経済論特殊講義Ⅱ
⚔単位 濱 田 武 士

○授業の到達目標及びテーマ
地域と経済の関係を捉える方法を身につけながら，地

域政策の基礎を身につける。
○授業の概要

ジェイン・ジェイコブズ著『発展する地域 衰退する
地域』のエッセンスを学びつつ，その考え方とその問題
点と，地域経済の在り方を検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 地域産業と地域経済
第⚒回 『発展する地域 衰退する地域』第⚑章 愚者

の楽園
第⚓回 『発展する地域 衰退する地域』第⚒章 現実

にたちもどって
第⚔回 『発展する地域 衰退する地域』第⚓章 都市

地域
第⚕回 『発展する地域 衰退する地域』第⚔章 供給

地域
第⚖回 『発展する地域 衰退する地域』第⚕章 労働

者にみすてられる地域
第⚗回 『発展する地域 衰退する地域』第⚖章 技術

と住民排除
第⚘回 『発展する地域 衰退する地域』第⚗章 移植

工場地域
第⚙回 『発展する地域 衰退する地域』第⚘章 都市

のない地域にむけられた資本
第10回 『発展する地域 衰退する地域』第⚙章 取り

残された地域
第11回 『発展する地域 衰退する地域』第 10 章 なぜ

後進都市は互いを必要とし合うのか
第12回 『発展する地域 衰退する地域』第 11 章 都市

への誤ったフィードバッグ
第13回 『発展する地域 衰退する地域』第 12 章 衰退

の取引
第14回 『発展する地域 衰退する地域』第 13 章 苦境
第15回 『発展する地域 衰退する地域』第 14 章 漂流
第16回 大都市の地域経済
第17回 地方都市の地域経済
第18回 中小都市の地域経済
第19回 企業城下町の地域経済
第20回 港湾都市の地域経済
第21回 工業と地域経済
第22回 産業クラスターと地域経済
第23回 商業と地域経済
第24回 物流業と地域経済
第25回 交通機関と地域経済
第26回 農業と地域経済
第27回 林業と地域経済
第28回 漁業と地域経済
第29回 観光・レジャーと地域経済
第30回 まとめ

○準備学習の内容
テキストあるいは資料をしっかりと読み，発表用のレ

ジュメを作成。
○テ キ ス ト

ジェイン・ジェイコブズ著『発展する地域 衰退する
地域』（ちくま学芸文庫）

岡田知弘，川瀬光義，鈴木誠，富樫幸一 著『国際化
時代の地域経済学 第⚓版（有斐閣アルマ）』（有斐閣），

2007
○参 考 書

とくになし
○学生に対する評価

レジュメと議論への参加姿勢を評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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地域経済論特殊講義Ⅱ演習⚑
⚔単位 濱 田 武 士

○授業の到達目標及びテーマ
地域経済学の理論を復習して，日本の地域問題・課題

に対応した政策の実践を学ぶ。
○授業の概要

地域経済の理論的枠組みについて学び，多様な地域の
多様な現実そして地域再生の実践手法を考察していく。

○授 業 計 画
第⚑回 地域経済学の理論の復習⑴
第⚒回 地域経済学の理論の復習⑵
第⚓回 地域経済学の理論の復習⑶
第⚔回 地域経済学の理論の復習⑷
第⚕回 地域経済学の理論の復習⑸
第⚖回 地域経済学の理論の復習⑹
第⚗回 地域間構造とヒエラルキー
第⚘回 地域間構造と水平的ネットワーク
第⚙回 産業クラスター論⑴
第10回 産業クラスター論⑵
第11回 産業クラスター論⑶
第12回 産業クラスター論⑷
第13回 現代日本の地域経済と地域政策 首都圏
第14回 現代日本の地域経済と地域政策 関西
第15回 現代日本の地域経済と地域政策 中部
第16回 現代日本の地域経済と地域政策 北海道
第17回 現代日本の地域経済と地域政策 東北
第18回 現代日本の地域経済と地域政策 上越
第19回 現代日本の地域経済と地域政策 北陸
第20回 現代日本の地域経済と地域政策 中国
第21回 現代日本の地域経済と地域政策 四国
第22回 現代日本の地域経済と地域政策 九州
第23回 現代日本の地域経済と地域政策 沖縄
第24回 大都市の経済
第25回 中核都市の経済
第26回 工業都市の経済
第27回 農村の経済
第28回 山村の経済
第29回 漁村の経済
第30回 離島の経済

○準備学習の内容
執筆予定の修士論文の構成とその内容を常に頭にたた

き込んでおくこと。
○テ キ ス ト

宮本憲一，中村剛治郎，横田茂（編集）『地域経済学（有
斐閣ブックス）』，1990

高原一隆著『ネットワークの地域経済学』（法律文化社）
○参 考 書

高原一隆著『地域構造の多様性と内発的発展：北海道
の地域分析』（日本経済評論社），2014 年

○学生に対する評価
理論の理解度，議論の積極性で判断する。
課題の評価結果については個々に講評する。

地域経済論特殊講義Ⅱ演習⚒
⚔単位 濱 田 武 士

○授業の到達目標及びテーマ
特定地域の実証分析に基づいて修士論文を作成する。

○授業の概要
問題意識とそれに基づく特定地域を絞り込み，対象地

域のフィールドワークに基づく修士論文作成指導
○授 業 計 画

第⚑回 研究テーマの設定
第⚒回 研究テーマの絞り込み
第⚓回 関連研究の整理⑴
第⚔回 関連研究の整理⑵
第⚕回 関連研究の整理⑶
第⚖回 調査対象地の選定⑴
第⚗回 調査対象地の選定⑵
第⚘回 調査対象地の情報整理⑴
第⚙回 調査対象地の情報整理⑵
第10回 調査対象地の情報整理⑶
第11回 調査対象地の情報整理⑷
第13回 調査対象地の情報整理⑸
第14回 フィールドワークの実践⑴
第15回 フィールドワークの実践⑵
第16回 フィールドワークの実践⑶
第17回 フィールドワークの実践⑷
第18回 フィールドワークの実践⑸
第19回 フィールドワークの実践⑹
第20回 調査内容の分析⑴
第21回 調査内容の分析⑵
第22回 調査内容の分析⑶
第23回 調査内容の分析⑷
第24回 修士論文構成の指導
第25回 修士論文執筆の指導⑴
第26回 修士論文執筆の指導⑵
第27回 修士論文の推敲の指導
第28回 修士論文の推敲の指導
第29回 修士論文の構成確定とチェック
第30回 修士論文の推敲

○準備学習の内容
常に論文構成を頭に入れて作業に取りかかること。

○テ キ ス ト
なし

○参 考 書
関連研究の全て

○学生に対する評価
修士論文への問題意識の深さ，取り組みへの意欲，修

士論文の水準で判断する。
課題の評価結果については個々に講評する。

─ 58 ─



協同組合組織論特殊講義
⚔単位 佐 藤 信

○授業の到達目標及びテーマ
協同組合理論の基本的理解と現局面の問題把握

○授業の概要
協同組合は地域経済の中で重要な役割を果たしてい

る。反面，協同組合の多くは，グローバリゼーションの
もとで，また自らの内部構造の変化によって性格を変容
させている。本講義では，協同組合の基礎理論を身につ
けるとともに，「現代の食糧問題」「地域づくり」に関す
る諸問題と打開方向について学習してゆきたい。テキス
トは以下であるが，受講者の意向も踏まえて対応する。

○授 業 計 画
第⚑回 講義ガイダンス
第⚒回 第一テキストの背景
第⚓回 第⚑章「協同組合と協同」
第⚔回 第⚒章「協同組合研究の焦点と到達点」
第⚕回 第⚓章「資本主義経済の発展と協同組合」
第⚖回 第⚔章「生協の展開過程⑴─第⚒次大戦後から

1980 年代中葉まで─」
第⚗回 第⚕章「生協の展開過程⑵─1980 年代後半より

現在まで─」
第⚘回 第⚖章「生協の業態と個配事業」
第⚙回 第⚗章「食糧問題と生協」
第10回 第⚘章「食品安全問題と生協の対応」
第11回 第⚙章「組合員の性格変化と生協組織」
第12回 第 10 章「生協役職員をめぐる諸問題」
第13回 第 11 章「明日の協同の担い手」
第14回 補章について
第15回 一学期のまとめ
第16回 第二テキストについて
第17回 第⚑章「協同組合の組織と経営に関する試論」

の背景
第18回 第⚑章「協同組合の組織と経営に関する試論」

の内容
第19回 「協同組合の組織と経営に関する試論」の関連

研究について
第20回 第⚒章「農協の現実と理論」の背景
第21回 第⚒章「農協の現実と理論」の内容
第22回 「農協の現実と理論」の関連研究について
第23回 第⚓章「農産物市場と協同組合」の背景
第24回 第⚓章「農産物市場と協同組合」の内容
第25回 第⚔章「農業協同組合理論についての覚え書」

の背景
第26回 第⚔章「農業協同組合理論についての覚え書」

の内容
第27回 美土路理論に関する論点
第28回 第⚕章「生協論集」の背景
第29回 第⚕章「生協論集」の内容
第30回 二学期のまとめ

○準備学習の内容
使用する文献・資料は事前・事後に読んでおくこと。

○テ キ ス ト
佐藤信『明日の協同を担うのは誰か』日本経済評論社，

2014 年。美土路達雄『協同組合論』筑波書房，1994 年。
○参 考 書

その都度紹介する。講義では，小木曽洋司他編『協同に
よる社会デザイン』日本経済評論社，2019 年を紹介して
おり，2020 年以降は主テキストとなる可能性がある。

○学生に対する評価
授業内容の理解程度および演習への参加状況（質問，

コメント，報告）を総合的に判断する。
課題の評価結果については個々に講評する。

協同組合組織論特殊講義演習⚑
⚔単位 佐 藤 信

○授業の到達目標及びテーマ
協同組合に関する最先端の研究動向の学習と修士論文

テーマの確定
○授業の概要

本演習では，テキスト学習とともに，修士課程におけ
る研究テーマの確定，そのための研究方法，日常の学習
等について学ぶこととする。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス（研究計画書に基づく履修科目の決

定）
第⚒回 大学院（修士・博士課程）における学習・研究

内容について
第⚓回 大学における卒業研究の報告
第⚔回 テキスト『現代流通入門』を取り上げる理由
第⚕回 序章「流通論を学ぶ」
第⚖回 第⚑章「流通・商業の概念と機能」
第⚗回 第⚒章「マーケティングの概念とその歴史」
第⚘回 第⚓章「卸売業の機能と諸形態」
第⚙回 第⚔章「小売業の機能と諸類型」
第10回 第⚕章「日本の流通機構の展開」
第11回 第⚖章「小売業態の発展」
第12回 第⚗章「協同組合と流通」
第13回 修士論文テーマの中間報告（問題意識と関連論

文の報告）
第14回 第⚘章「農産物流通の新展開」
第15回 一学期のまとめ
第16回 二学期ガイダンス（修士論文テーマ確定の手順）
第17回 第⚙章「現代企業のマーケティング」
第18回 修士論文テーマの報告
第19回 修士論文テーマの確定
第20回 第 10 章「現代の消費者と消費者問題」
第21回 第 11 章「21 世紀に入った日本の流通」
第22回 第 12 章「中小企業の現状」
第23回 第 13 章「流通における情報化の進展」
第24回 第 14 章「流通政策の理論と歴史」
第25回 第 15 章「流通政策とまちづくり」
第26回 テキストのまとめ
第27回 修士論文テーマの中間報告（目次構成案）
第28回 修士論文テーマの関連文献報告（学会誌）
第29回 修士論文テーマの関連文献（著書）
第30回 二学期のまとめ

○準備学習の内容
自らの専門領域のみに偏らずに幅広く学習をすすめる

こと。
○テ キ ス ト

加藤義忠・齋藤雅通・佐々木保幸編『現代流通入門』
有斐閣ブックス，2007 年

○参考書・参考資料等
その都度紹介する。

○学生に対する評価
テキストの理解程度および演習への参加状況（質問，

コメント，報告）を総合的に判断する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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協同組合組織論特殊講義演習⚒
⚔単位 佐 藤 信

○授業の到達目標及びテーマ
協同組合に関する最先端の研究動向の学習と修士論文

の完成
○授業の概要

本演習では，修士論文完成までの間の，研究テーマの
確定，そのための研究方法，日常の学習内容について深
く学ぶこととする。

○授 業 計 画
第⚑回 前年度の反省と今年度の課題（受講生による報

告）
第⚒回 修士論文の中間報告（その⚑ 目次構成案と課

題設定に関して）
第⚓回 修士論文の中間報告（その⚒ 論文の構成に関

して）
第⚔回 関連論文の報告（関連学会の学会誌）
第⚕回 関連論文の報告（単行本）
第⚖回 修士論文の中間報告（その⚓ 参考文献・資料

について）
第⚗回 論文完成のために（その⚑ 論文の文章表現に

ついて）
第⚘回 論文完成のために（その⚒ 注釈と参考文献・

引用文献について）
第⚙回 研究状況の報告（その⚑ 学会の最新動向につ

いて）
第10回 研究状況の報告（その⚒ 協同組合を取り巻く

諸機関の動向について）
第11回 修士論文の提出（⚑章分）
第12回 提出論文へのコメント
第13回 修士論文の中間発表会の準備
第14回 修士論文の中間発表会への検討
第15回 一学期のまとめ
第16回 二学期ガイダンス（スケジュールの確認）
第17回 修士論文の中間報告（その⚔ 問題意識，課題

と全体構成について）
第18回 中間報告の指摘に対する再報告
第19回 研究状況の確認（学会の最新動向について）
第20回 研究状況の確認（非営利・協同経済主体の動向

について）
第21回 修士論文の中間報告（その⚕ 本文の内容につ

いて）
第22回 中間報告の指摘に対する再報告
第23回 研究状況の確認（最近の刊行物について）
第24回 研究状況の確認（学会誌の書評について）
第25回 研究状況の確認（学会誌の掲載論文について）
第26回 修士論文の中間報告（その⚖ 結論と考察につ

いて）
第27回 中間報告の指摘に対する再報告
第28回 修士論文の最終確認
第29回 修士論文発表会の練習
第30回 二学期のまとめ（これからの研究生活のための

ヒント）
○準備学習の内容

自らの専門領域のみに偏らずに幅広く学習をすすめる
こと。

○テ キ ス ト
特に使用しない。

○参考書・参考資料等
その都度紹介する。

○学生に対する評価
修士論文の内容はもとより，演習への参加状況（質問，

コメント，報告）を総合的に判断する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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国際経済論特殊講義Ⅰ
⚔単位 越 後 修

○授業の到達目標及びテーマ
(テーマ・目的)

研究を行う際には，研究対象への分析視角・接近方法
が必要となる。多国籍企業論の有力な先行諸研究を学ぶ
ことを通じて，それらの獲得に繋がるヒントを各受講者
につかんでもらう。

(目標）
学んだ諸知識のうち，自分の修士論文の分析視角や接

近方法として「どれが援用可能か」，それによって「どの
ような点から先行研究との違い（オリジナリティ）を出
せそうか」を検討し，今後の見通しを立てられるように
なる。

○授業の概要
(授業の特徴）

テキストを用いて講義を行うが，それにとどまらない。
テキストの内容と受講者自身の関心の両方にかかわる論
文を検索・入手してきてもらい，それをもとにした討論
も行う。「講義」となってはいるが，「演習（受講者中心
の授業）」形式で行う。

○授 業 計 画
第⚑回：受講者の研究計画，関心の確認
第⚒回：多国籍企業，国際ビジネスとは何か
第⚓回：多国籍企業の進化と成長
第⚔回：多国籍企業の活動様式
第⚕回：定義とデータの問題
第⚖回：第⚒～⚕回の内容に関する学術論文の検討①
第⚗回：第⚒～⚕回の内容に関する学術論文の検討②
第⚘回：新古典派経済学とは何か
第⚙回：新古典派パラダイムにおける海外投資
第10回：その他の学派のパラダイムにおける海外投資
第11回：第⚘～10 回の内容に関する学術論文の検討
第12回：現代の多国籍企業理論①国際産業組織論
第13回：現代の多国籍企業理論②プロダクトサイクル論
第14回：現代の多国籍企業理論③レディング学派の理論
第15回：前期のまとめ
第16回：夏休みの課題の報告
第17回：現代の多国籍企業理論④ウプサラ・モデル
第18回：第 12～14，17 回の内容に関する学術論文の検

討①
第19回：第 12～14，17 回の内容に関する学術論文の検

討②
第20回：貿易理論
第21回：競争優位論
第22回：ネットワークとしての多国籍企業
第23回：ダイナミック・ケイパビリティ論
第24回：21 世紀の多国籍企業理論
第25回：多国籍企業が社会に与える影響
第26回：多国籍企業とイノベーション
第27回：多国籍企業が貿易に与える影響
第28回：第 20～27 回の内容に関する学術論文の検討
第29回：後期のまとめ
第30回：⚑年間のまとめ

○準備学習の内容
①テキストの担当・指定箇所および関連論文を熟読する。
②予習段階で浮かんだ疑問点をノートにまとめる。
③テキスト・関連論文で書かれている内容と自分の研究

との関連性，および自分の研究に活かせそうだと思っ
たことについて，ノートにまとめる。

事前学習には，⚕時間程度を要します。
○テ キ ス ト

letto-Gillies, G.（井上博訳）（2021）『多国籍企業論─概
念・理論・影響─』同文舘．

その他
○参考書・参考資料

各自の問題意識・研究計画の下，受講者が自分で探す。
○学生に対する評価

・テキストの内容理解度：30％
・テキストの内容に関連した学術論文についての紹介：

30％
・テキストおよび関連論文の内容をもとにした，研究計

画のブラッシュアップ：40％
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国際経済論特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 越 後 修

○授業の到達目標及びテーマ
(テーマ・目的)

多国籍企業および対内・外直接投資の理論的研究論文
を執筆するための「準備」を行う。

(目標）
①研究計画を再検討しながら，進んで行く方向をクリア

にする。
②国際経済論特殊講義Ⅰでは，研究に使う「知的道具」

にはどのようなものがあるかを「知る」ことを主目標
とするが，演習⚑では，それらのうちの⚑つを「使え
る」というレベルに到達することを目指す。

③研究論文の作成に必要な諸作法についても習得する。
○授業の概要

さまざまな文献を読み，内容を深く理解することを通
じて，修士論文の構成を詰めていく。修士論文の構成で
いえば，第⚑章と第⚒章に相当する部分の作文をおおよ
そ終えることを目標とする。

○授 業 計 画
第⚑回：⚑年間の授業計画の確認
第⚒回：「何をやりたいのか」の具体化
第⚓回：研究計画書の内容についての検討・修正
第⚔回：研究対象とする社会的現象についての近年の話

題のリサーチ：新聞記事をもとにして①
第⚕回：研究対象とする社会的現象についての近年の話

題のリサーチ：新聞記事をもとにして②
第⚖回：「社会的に問題とされていること」と「明確にさ

れるべきこと」についての検討
第⚗回：先行研究のリサーチ：「明確にされるべきこと」

について議論している和雑誌論文の検討①
第⚘回：先行研究のリサーチ：「明確にされるべきこと」

について議論している和雑誌論文の検討②
第⚙回：先行研究のリサーチ：先行研究の傾向分析
第10回：研究課題の具体化（オリジナリティを出せそう

な領域の選定）
第11回：研究対象とする社会的現象についての歴史的理

解（時間的流れからの把握）①
第12回：研究対象とする社会的現象についての歴史的理

解（時間的流れからの把握）②
第13回：研究対象とする社会的現象についての空間的理

解（関係性からの把握）①
第14回：研究対象とする社会的現象についての空間的理

解（関係性からの把握）②
第15回：前期のまとめと，夏季休業中の課題の決定
第16回：夏季休業中の成果についての報告
第17回：研究対象とする社会的現象についての経済的理

解①
第18回：研究対象とする社会的現象についての経済的理

解②
第19回：ベースにする既存学説の検討①
第20回：ベースにする既存学説の検討②
第21回：ベースにする既存学説の決定
第22回：ベースにする既存学説にかんする和雑誌論文の

検討①
第23回：ベースにする既存学説にかんする和雑誌論文の

検討②
第24回：ベースにする既存学説にかんする和雑誌論文の

検討③
第25回：ベースにする既存学説が生まれた時代背景につ

いての確認・理解
第26回：ベースにする既存学説についての整理
第27回：ベースにする既存学説についての要約文の作

成①
第28回：ベースにする既存学説についての要約文の作

成②
第29回：研究計画の再検討
第30回：春季休業中の課題の決定

○準備学習の内容
検討に用いる文献については，受講者および教員の分

をコピーし，事前に手渡すこと。なお，それらの文献に
ついては必ず事前に読み，理解に努めること。

事前学習には，⚕時間程度を要する。
○テ キ ス ト

特定のテキストを決めず，受講者の研究に必要な文献
をその都度入手し，使用する。

○参考書・参考資料等
修士論文の内容から適当なものを判断し，紹介する。

○学生に対する評価
・用いられる文献の内容理解度：30％
・修士論文作成の「量的」進捗度：35％
・修士論文作成の「質的」進捗度：35％
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国際経済論特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 越 後 修

○授業の到達目標及びテーマ
(テーマ・目的)

修士論文の各章・節の質的向上に尽力し，完成を目指
す。

(目標）
受講者が納得できるレベルの修士論文を完成する。

○授業の概要
国際経済論特殊講義Ⅰ演習⚑における試行錯誤を通じ

て，修士論文の基本構造はすでに固まっている。同演習
⚒では，より良い修士論文を書き上げられるよう，以下
の順序で指導する。

○授 業 計 画
第⚑回：⚑年間の授業計画の確認
第⚒回：分析手法の検討①
第⚓回：分析手法の検討②
第⚔回：分析作業①
第⚕回：分析作業②
第⚖回：分析作業③
第⚗回：分析作業④
第⚘回：分析作業⑤
第⚙回：分析結果についての考察①
第10回：分析結果についての考察②
第11回：分析結果についての考察③
第12回：研究結果から導出される政策的インプリケー

ションの検討①
第13回：研究結果から導出される政策的インプリケー

ションの検討②
第14回：論文中で用いる図表の作成
第15回：夏季休業中の課題の決定
第16回：夏季休業中の成果についての報告
第17回：中間報告用のレジュメ作成
第18回：レジュメを用いた中間報告：研究の問題点の

ピックアップ
第19回：研究の論旨，章・節構成の再確認
第20回：修正点の確認作業
第21回：不十分な点・問題点の加筆・修正①
第22回：不十分な点・問題点の加筆・修正②
第23回：「はじめに」の作文：「論文の構成」についての

作文
第24回：「おわりに」の作文①：「研究の要約」について

の作文
第25回：「おわりに」の作文②：「研究の学術的貢献」に

ついての作文
第26回：「おわりに」の作文③：「研究の限界と今後の展

望」についての作文
第27回：レジュメを用いた最終報告
第28回：参考文献リストの作成
第29回：誤字・脱字などのチェック作業
第30回：修士論文の完成

○準備学習の内容
各回の講義内容として示された上記の作業は，各回の

講義が始まる前までに，自力でひとまず終えておくこと。
その作業過程で「わからなかったこと」「自力でうまくで
きなかったこと」を講義で解決する。

事前学習には，⚕時間程度を要する。
○テ キ ス ト

修士論文の指導を行う講義であるため，テキストを用
いた講義にはならない。

○参考書・参考資料等
修士論文の内容から適当なものを判断し，紹介する。

○学生に対する評価
作成・提出された修士論文の出来（100％）。
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国際経済論特殊講義Ⅱ
⚔単位 宮 島 良 明

○授業の到達目標及びテーマ
①さまざまな統計データの「読み方」を学び，②新興

アジア経済論を学ぶ。
○授業の概要

新興アジア経済論に関するテキストの輪読を通して，
その経済開発の歴史や現状，課題などについて検討を行
う。

○授 業 計 画
第⚑回 講義ガイダンス
第⚒回 新興アジア経済論の視覚と課題①（新興国と

は？）
第⚓回 新興アジア経済論の視覚と課題②（世界銀行に

よる国の分類）
第⚔回 新興アジア経済論の視覚と課題③（世界とアジ

アで起きていること）
第⚕回 歴史の中のアジア，世界の中のアジア①（「アジ

アの世紀」の再来）
第⚖回 歴史の中のアジア，世界の中のアジア②（生産

するアジア）
第⚗回 歴史の中のアジア，世界の中のアジア③（消費

するアジア）
第⚘回 アジア化するアジア①（アジア域内貿易の深化）
第⚙回 アジア化するアジア②（中国 ASEAN 貿易の進

展）
第10回 キャッチアップ再考①（キャッチアップ工業化

論への批判
第11回 キャッチアップ再考②（アーキテクチャ論と国

際標準化）
第12回 「鼎構造」の変容①（アジア工業化の担い手）
第13回 「鼎構造」の変容②（ファミリービジネスの新展

開）
第14回 「鼎構造」の変容③（家族経営の維持とハイブ

リッド型経営）
第15回 中所得国の罠①（要素投入型成長路線の限界）
第16回 中所得国の罠②（賃金の上昇と労働生産性の格

差）
第17回 中所得国の罠③（イノベーションと研究開発の

国際比較）
第18回 中所得国の罠④（中国，マレーシア，タイの対

応）
第19回 社会大変動の時代①（人口転換と社会変動の関

係）
第20回 社会大変動の時代②（人口ボーナスと経済成長

の関係）
第21回 社会大変動の時代③（高齢化社会の到来）
第22回 社会大変動の時代④（家族制度の変容）
第23回 社会発展なき成長①（貧困人口の減少と経済的

不平等の拡大）
第24回 社会発展なき成長②（経済的不平等をめぐる議

論）
第25回 社会発展なき成長③（経済的不平等の要因）
第26回 社会発展なき成長④（ストレス社会の到来）
第27回 経済と社会のバランス，そして日本の役割①（開

発主義・福祉国家・リスク管理）
第28回 経済と社会のバランス，そして日本の役割②（経

済と社会のリバランス）
第29回 経済と社会のバランス，そして日本の役割③

（「課題先進国」日本の役割）

第30回 総括討論
○準備学習の内容

事前に輪読テキストを読み，論点や疑問点についてま
とめる。

○テ キ ス ト
末廣昭『新興アジア経済論：キャッチアップを越えて』

岩波書店，2014 年（240 頁，2400 円）。
○参 考 書

末廣昭『キャッチアップ型工業化論：アジア経済の軌
跡と展望』名古屋大学出版会，2000 年（375 ページ，3780
円）。

○学生に対する評価
各回のディスカッションにより講義内容の理解度

（100％）をはかり，成績評価を行う。
課題の評価結果については個々に講評する。
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国際経済論特殊講義Ⅱ演習⚑
⚔単位 宮 島 良 明

○授業の到達目標及びテーマ
①アジア経済に関する先行研究のサーベイ，および②

統計データの分析を通じて，③アジア経済の動向を探る。
○授業の概要

アジア経済に関する文献の輪読を通して，その経済開
発の歴史や現状，課題などについて検討を行う。

○授 業 計 画
第⚑回 演習⚑のガイダンス
第⚒回 前期の輪読文献の決定
第⚓回 文献の輪読①（自由貿易協定（FTA））
第⚔回 文献の輪読②（経済連携協定（EPA））
第⚕回 文献の輪読③（TPP）
第⚖回 文献の輪読④（FTAAP）
第⚗回 文献の輪読⑤（RCEP）
第⚘回 文献の輪読⑥（東アジア地域の域内貿易）
第⚙回 文献の輪読⑦（水平分業）
第10回 文献の輪読⑧（垂直分業）
第11回 文献の輪読⑨（キャッチアップ型工業化論）
第12回 文献の輪読⑩（新興アジア経済論）
第13回 文献の輪読⑪（生産するアジア）
第14回 文献の輪読⑫（消費するアジア
第15回 前期のまとめ
第16回 後期の輪読文献の決定
第17回 文献の輪読⑬（中国の台頭）
第18回 文献の輪読⑭（中国と ASEAN の貿易）
第19回 文献の輪読⑮（中国と日本の貿易）
第20回 文献の輪読⑯（中国とアジア NIES の貿易）
第21回 文献の輪読⑰（中国と CLMV の貿易）
第22回 文献の輪読⑱（中国とアメリカの貿易）
第23回 文献の輪読⑲（中国と EU の貿易）
第24回 文献の輪読⑳（ASEAN 経済共同体（AEC））
第25回 文献の輪読㉑（ASEAN 地域の域内貿易）
第26回 文献の輪読㉒（ASEAN と日本の貿易）
第27回 文献の輪読㉓（ASEAN とアメリカの貿易）
第28回 文献の輪読㉔（ASEAN と EU の貿易）
第29回 後期のまとめ
第30回 総括討論

○準備学習の内容
事前に輪読文献を読み，論点や疑問点についてまとめ

る。
○テ キ ス ト

受講者との話し合いにより決定する。
○参 考 書

適宜指示する。
○学生に対する評価

各回のディスカッションにより講義内容の理解度
（100％）をはかり，成績評価を行う。

課題の評価結果については個々に講評する。

国際経済論特殊講義Ⅱ演習⚒
⚔単位 宮 島 良 明

○授業の到達目標及びテーマ
①先行研究サーベイ，および②統計データの収集を行

い，③修士論文を完成させる。
○授業の概要

各自の研究テーマを決定したのち，先行研究サーベイ，
および統計データの収集，分析などを実際に行いながら，
修士論文を完成させる。

○授 業 計 画
第⚑回 演習⚒ガイダンス
第⚒回 修士論文の事前準備①（研究テーマの決定）
第⚓回 修士論文の事前準備②（研究計画の検討）
第⚔回 修士論文の事前準備③（研究方法の検討）
第⚕回 先行研究サーベイ①（文献の検索）
第⚖回 先行研究サーベイ②（文献収集の方法）
第⚗回 先行研究サーベイ③（サーベイ内容の報告①）
第⚘回 先行研究サーベイ④（サーベイ内容の報告②）
第⚙回 先行研究サーベイ⑤（サーベイ内容の報告③）
第10回 統計データの収集①（データの収集方法）
第11回 統計データの収集②（データの加工）
第12回 統計データの収集③（データの分析）
第13回 修士論文の事前準備④（目次作成）
第14回 修士論文の事前準備⑤（参考文献リストの作成）
第15回 前期のまとめ
第16回 後期ガイダンス
第17回 修士論文の中間発表①（問題関心の確認）
第18回 修士論文の中間発表②（課題の検討）
第19回 修士論文の中間発表③（研究の方法）
第20回 修士論文の中間発表④（調査の方法）
第21回 修士論文の中間発表⑤（統計データの分析結果）
第22回 修士論文の中間発表⑥（図表の作成）
第23回 修士論文の中間発表⑦（図表レイアウトの検討）
第24回 修士論文の中間発表⑧（注の付け方の確認）
第25回 修士論文の中間発表⑨（結論の検討）
第26回 修士論文の最終発表①（全体の構成の再検討）
第27回 修士論文の最終発表②（論文要旨の作成）
第28回 修士論文の最終発表③（修論発表会の準備）
第29回 後期のまとめ
第30回 総括討論

○準備学習の内容
先行研究サーベイ，および統計データの収集，分析を

適宜進める。
○テ キ ス ト

適宜指示する。
○参 考 書

適宜指示する。
○学生に対する評価

提出された修士論文の内容（100％）により評価を行う。
課題の評価結果については個々に講評する。
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発展途上国論特殊講義
⚔単位 平 野 研

○授業の到達目標及びテーマ
テーマ「発展途上国開発の今日的課題」
現在の世界経済システムにおいて，発展途上国の生産

はより重要な役割を担い，アジア NIEs，ASEAN そして
BRICs のように大きな影響力を持つ国々を先進国も無
視できなくなってきました。経済改革により成長がある
一方で，格差や貧困が拡大し，社会の不安定化も深刻化
しています。世界的な課題として，「持続可能な発展」や

「もう一つの発展」が求められている中で，発展途上国の
成長の在り方はますます重要となってきています。新自
由主義的政策が拡大する一方で，国家レベルあるいは市
民レベルでオルタナティブな発展の方向性が試行されて
います。本講義では，ラテンアメリカ諸国を中心に発展
途上国における近年の開発政策や，市民レベルでのフェ
アトレードなどの取り組みの考察を通じて，新しい開発
について自らの意見を持つことを目標としています。

○授業の概要
本講義ではまず，ラテンアメリカの開発に関わる文献

を輪読し，戦後の開発主義から新自由主義の中で，ラテ
ンアメリカ諸国が抱えてきた問題について考察していき
ます。同時に国際開発に関する理論的な系譜も整理して
いきます。特に，21 世紀に入ってからのラテンアメリカ
諸国における左派政権の最新事情について見ていきま
す。そして，市民レベルの取り組みとして，フェアトレー
ドについて文献を輪読すると同時に，日本におけるフェ
アトレード運動について紹介して行きます。文献輪読と
同時に，最新の事情を紹介しながら講義を進めていきま
す。

○授 業 計 画
第⚑回 イントロダクション
第⚒回 ラテンアメリカの歴史概要
第⚓回 文献⚑『ラテンアメリカは警告する』（前半輪読）
第⚔回 文献⚑『ラテンアメリカは警告する』（後半輪読）
第⚕回 ⾉アメリカの裏庭⾊ラテンアメリカ
第⚖回 ラテンアメリカにおける新自由種
第⚗回 文献⚒『ラテンアメリカ従属論の系譜』（前半輪

読）
第⚘回 文献⚒『ラテンアメリカ従属論の系譜』（後半輪

読）
第⚙回 従属論
第10回 ラテンアメリカの社会民主主義
第11回 文献⚓『21 世紀のラテンアメリカ左派政権』（前

半輪読）
第12回 文献⚓『21 世紀のラテンアメリカ左派政権』（前

半輪読）
第13回 MERCOSUL の変化
第14回 ALBA 構想について
第15回 文献⚔『進化する政治経済学』（前半輪読）
第16回 文献⚕『進化する政治経済学』（後半輪読）
第17回 岐路に立つブラジル
第18回 フェアトレード概要
第19回 文献⚖『フェアトレード学』（前半輪読）
第20回 文献⚖『フェアトレード学』（前半輪読）
第21回 フェアトレード商品の課題
第22回 フェアトレード生産者
第23回 文献⚗『フェアトレードの人類学』（前半輪読）
第24回 文献⚗『フェアトレードの人類学』（前半輪読）
第25回 世界のフェアトレード運動

第26回 日本のフェアトレード運動
第27回 文献⚘未定（前半輪読）
第28回 文献⚘未定（後半輪読）
第29回 振り返り
第30回 まとめ
＊本年度は後期集中開講となるため，履修する際は注意

してください。
○準備学習の内容

文献輪読では，報告担当以外の場合でもテキストを読
み，疑問点・考察の準備を行い，講義内での議論を活発
化しましょう。また，ニュースなどで途上国の情報を意
識して目を通すことも学習において有用です。

○テ キ ス ト
内橋克人･佐野誠編著『ラテンアメリカは警告する─

「構造改革」日本の未来』新評論 2005 年
遅野井茂雄・宇佐見耕一編『21 世紀のラテンアメリカ

左派政権：虚像と実像』アジ研選書 2008 年
クリストバル･カイ『ラテンアメリカ従属論の系譜─

ラテンアメリカ：開発と低開発の理論』大村書店 2002 年
山崎圭一『進化する政治経済学』レイライン 2013 年
渡辺龍也『フェアトレード学─私たちが創る新経済

秩序』新評論 2010 年
箕曲在弘『フェアトレードの人類学─ラオス南部

ボーラヴェーン高原におけるコーヒー栽培農村の生活と
協同組合』めこん 2015 年

○参 考 書
畑山要介『倫理的市場の経済社会学：自主的秩序とフェ

アトレード』学文社 2016 年
講義内で適宜紹介して行きます。

○学生に対する評価
文献輪読での報告・レジュメを中心に評価を行います。

また，毎回の発言・参加態度についても評価をしていき
ます。

課題の評価結果については個々に講評します。
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発展途上国論特殊講義演習⚑
⚔単位 平 野 研

○授業の到達目標及びテーマ
テーマ「現代世界システムにおける発展途上国分析の

視角」
90 年代以降，「工業化する途上国」「民主化を目指す途

上国」など途上国問題は多様化している。これらの問題
にアプローチしていくために必要とされる理論的分析視
角を身につけることが演習⚑での目標である。各自の研
究テーマを進めていく前段階として，開発経済論などの
文献から理論的分析視角を見出す。

○授業の概要
基本的文献の輪読が前期での中心となる。後期からは

学派やテーマごとに文献群から各自で整理を行い，演習
内で報告を行う。報告は文章形式で，修士論文作成を意
識して，テーマごとに整理を行うことに重点を置いてい
く。

○授 業 計 画
第⚑回 イントロダクション ゼミの進め方
第⚒回 グローバル資本主義と発展途上国
第⚓回 パックス・アメリカーナ期からグローバル資本

主義期へ
第⚔回 世界資本蓄積体制概念
第⚕回 近代化論
第⚖回 プレビッシュ理論
第⚗回 従属理論⚑（フランク）
第⚘回 従属理論⚒（ラクロウ）
第⚙回 従属理論⚓（ドス・サントス）
第10回 従属理論⚔（アミン）
第11回 従属理論⚕（カルドーゾ）
第12回 世界システム論
第13回 レギュラシオン理論
第14回 マルチチュード論
第15回 小活
第16回 論文作成方法について
第17回 倫理的消費
第18回 フェアトレード
第19回 ODA
第20回 経済特区・マキラドーラ
第22回 ラテンアメリカ左派政権
第23回 自由貿易協定
第24回 ワシントンコンセンサス
第25回 輸入代替工業化戦略
第26回 輸出志向型産業
第27回 国際的 NPO ／ NGO
第28回 テーマ報告⚑（各自の修士論文テーマの確定）
第29回 テーマ報告⚒（テーマに沿った文献リスト作成）
第30回 まとめ

○準備学習の内容
文献輪読においては，担当以外の場合でもテキストを

読み，疑問点，考察の準備をし，講義内での議論に備え
ることが重要である。また，後期においては自身でテー
マを決め，報告準備をしなければならないので，日常的
に文献を収集し，文献ノートをつける習慣を身につける
こと。

○テ キ ス ト
河村哲二ほか著『世界経済の構造と動態 シリーズ

グローバル資本主義第⚑集 第⚑巻』（お茶の水書房
2003 年）など

○参 考 書

演習内で適宜紹介する
○学生に対する評価

分担報告の際のレジュメや，毎回の発言，参加態度に
ついても評価を行う。特に，後期は自身でテーマを決め，
文献検索なども自身で行う必要があるため，積極的な取
り組みが重要である。

課題の評価結果については個々に講評する。
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発展途上国論特殊講義演習⚒
⚔単位 平 野 研

○授業の到達目標及びテーマ
テーマ「修士論文作成」
演習⚑で学んだ知識および論文作成技術を，各自の研

究テーマに結び付け，修士論文作成を目指す。
○授業の概要

先行研究の整理から始め，自身の研究テーマにおいて
自らの主張との相違点，共通点を明確に打ち出せるよう
に学習成果を収斂させる。また，定期的に論文全体の構
成を検討することで，論文全体の論旨を一貫性のあるも
のにするように心掛ける。

○授 業 計 画
第⚑回 イントロダクション ゼミの進め方
第⚒回 研究の計画，スケジュールの確認
第⚓回 参考文献リストの報告
第⚔回 先行研究の整理
第⚕回 先行研究から課題の検討
第⚖回 論文全体の構成検討 第⚑回
第⚗回 主要文献の検討
第⚘回 調査・統計データの検討
第⚙回 調査・統計データの検索
第10回 調査・統計データの課題の明確化
第11回 調査・統計データの整理
第12回 論文全体の構成検討 第⚒回
第13回 中間報告会の準備
第14回 夏季休業期間の研究スケジュール
第15回 小活
第16回 夏季休業期間の研究成果の報告
第17回 研究の計画，スケジュールの再確認
第18回 論文全体の構成検討 第⚓回
第19回 追加文献リストの検討
第20回 追加参考文献の整理
第22回 論文全体の構成検討 第⚔回
第23回 各章ごとの検討⚑（結論部分）
第24回 各章ごとの検討⚒（先行研究整理部分）
第25回 各章ごとの検討⚓（調査・統計データ部分）
第26回 各章ごとの検討⚔（「はじめに」部分）
第27回 論文全体の推敲
第28回 論文の校正
第29回 要旨作成と口述報告の準備
第30回 最終原稿の報告

○準備学習の内容
修士論文作成に向けて積極的に文献・統計データ収集，

調査研究準備を行うことが重要である。文献は論文執筆
で有効に使えるよう，ノートを取り，後に検索しやすい
よう整理しておくことが望ましい。

○テ キ ス ト
特になし

○参 考 書
特になし

○学生に対する評価
論文作成のための準備，議論の積み重ねる姿勢を評価

する。
課題の評価結果については個々に講評する。

韓国社会経済論特殊講義Ⅰ
⚔単位 水 野 邦 彦

○授業の到達目標およびテーマ
韓国現代経済史概観。
韓国の国家形成過程と韓国経済史とを把握する。

○授業の概要
朝鮮半島の南北分断は今日にいたるまで韓国の政治や

経済や社会を規制しつづけている決定的な要因といえ
る。授業ではこの南北分断を意識しつつ，韓国の国家形
成過程，朴正煕時代の高度経済成長，労働運動を中心に，
韓国現代経済史を概観する。

○授 業 計 画
第⚑回 1945 年⚘月 15 日
第⚒回 呂運亨と朝鮮人民共和国
第⚓回 米軍政の開始
第⚔回 十月人民抗争，済州島⚔・⚓抗争
第⚕回 単独選挙，李承晩政権樹立
第⚖回 ⚔・19 革命，⚕・16 クーデター
第⚗回 朴正煕政権下の経済⑴ 軽工業政策
第⚘回 朴正煕政権下の経済⑵ 日韓条約
第⚙回 朴正煕政権下の経済⑶ 重化学工業化政策
第10回 朴正煕政権下の経済⑷ 従属的発展
第11回 朴正煕政権下の経済⑸ 労働争議
第12回 朴正煕政権下の経済⑹ セマウル運動
第13回 朴正煕政権下の経済⑺ 開発独裁
第14回 10・26 事件とソウルの春
第15回 光州民衆抗争
第16回 全斗煥政権の登場と抑圧的社会
第17回 三清教育隊，米文化院放火
第18回 1987 年労働者大闘争，労働運動の進展
第19回 盧泰愚政権下，金泳三政権下の経済成長
第20回 IMF 危機と IMF 改革パッケージ
第21回 金大中政権下の経済伭復
第22回 金大中政権下の労働政策
第23回 盧武鉉政権下の経済伭復
第24回 盧武鉉政権下の労働政策
第25回 雇用柔軟化と非正規職拡大
第26回 労働者階級の分節化
第27回 労働組合の現状と課題
第28回 社会運動形成の経緯
第29回 社会運動と労働運動
第30回 綜括

○準備学習の内容
参考書を読み，ノートをとりながら論点を整理してお

く。
○テ キ ス ト

曺喜昖『朴正煕と開発独裁時代』歴史批評社，2007 年
〔韓国語〕

丁海龜『全斗煥と 80 年代民主化運動』歴史批評社，2011
年〔韓国語〕

○参 考 書
＊日本語書籍のみしるす。
金東椿『近代のかげ』青木書店，2005 年
滝沢秀樹『韓国社会の転換』御茶の水書房，1988 年

○学生に対する評価
平常点およびレポートにて評価する。
受講生にたいする評価と今後の課題については個別に論
評する。
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韓国社会経済論特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 水 野 邦 彦

○授業の到達目標およびテーマ
現代韓国の階級。
グローバル化と IMF 改革パッケージとによる韓国経

済の困難は，労働者階級とりわけ非正規労働者に集中し
ている。この授業では現在の韓国労働者階級および経済
的不平等を分析し，実情を把握する。

○授業の概要
下記テキストにそって，韓国の階級の歴史的経緯と現

状とをさぐる。とりわけ IMF 以降いっそう窮地に追い
こまれている労働者階級に注目し，その分化をも検討す
る。

○授 業 計 画
第⚑回 日本植民地下の階級と身分秩序
第⚒回 日本植民地下の階級論と階層論
第⚓回 米軍政期韓国の階級構造
第⚔回 親日派の復権
第⚕回 財閥の暗躍
第⚖回 封建的階級秩序の動揺：朝鮮戦争
第⚗回 経済成長にともなう階級構造再編
第⚘回 国際化と階級関係の国際的拡張
第⚙回 脱植民地周辺国社会の階級と階層
第⚙回 韓国の不平等研究
第10回 1970 年代までの身分と階層
第11回 朴正煕政権下の中産層宣伝
第12回 階級・階層にたいする関心の退潮
第13回 階級の再発見：階級議論爆発
第14回 新自由主義的グローバル化⑴ 高金利政策
第15回 新自由主義的グローバル化⑵ 階級再認識
第16回 新自由主義的グローバル化⑶ 所得不平等
第17回 新自由主義的グローバル化⑷ 雇用流動化
第18回 新自由主義的グローバル化⑸ 生活格差
第19回 階級論的社会的不平等分析
第20回 韓国的社会不平等の特殊性
第21回 社会階級別の資産と所得
第22回 ソウルの不平等：階級と地域
第23回 経済危機と階級構成変化
第24回 失業者の出身階級
第25回 失業者の階級分析
第26回 中産層と「中産層神話」
第27回 中産層の危機
第28回 労働市場の動揺
第29回 中産層の雇用不安
第30回 動揺する社会

○準備学習の内容
参考書を読み，ノートをとりながら論点を整理してお

く。
○テ キ ス ト

申光榮『韓国の階級と不平等』2004 年〔韓国語〕
○参 考 書

＊日本語書籍のみしるす。
ハーゲン・クー『韓国の労働者』御茶の水書房，2004

年
滝沢秀樹『韓国の経済発展と社会構造』御茶の水書房，

1992 年
○学生に対する評価

平常の授業準備状態をもって評価する。
受講生にたいする評価と今後の課題については個別に論
評する。

韓国社会経済論特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 水 野 邦 彦

○授業の到達目標およびテーマ
現代韓国の階級（続）。

「演習⚑」につづき韓国の階級構成とその変化とを分
析し，韓国社会の階級構造の全体像を把握する。

○授業の概要
1960 年～1990 年の韓国社会階級構造の変化を概観す

る。個別には，世代間階級移動，中間階級の階級意識，
階級形成と階級連合，プチブルジョワの階級的性格と再
生産過程を検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 韓国階級構造の歴史的変遷
第⚒回 階級構造両極化の検証と展望：1960 年代～1970

年代
第⚓回 階級構造両極化の検証と展望：1980 年代～1990

年代
第⚔回 階級構造両極化の検証と展望：2000 年代～
第⚕回 階級構造の二重性と階級内分化
第⚖回 中間階級にかんする従来の理解
第⚗回 中間階級の階級性
第⚘回 中間階級の階級差別性
第⚙回 中間階級の内的異質性
第10回 中間階級の階級性の綜括
第11回 階級形成と階級連合
第12回 階級意識の回帰分析
第13回 階級意識と物的基礎
第14回 プチブルジョワの階級的性格
第15回 プチブルジョワの再生産過程
第16回 階級と家族
第17回 階級分析の理論的立場と方法論的争点
第18回 主要概念と分析枠組み
第19回 階級的位置と家族類型
第20回 IMF 以降の階級⑴ 上方移動
第21回 IMF 以降の階級⑵ 下方移動
第22回 IMF 以降の階級⑶ 中産層の分節化
第23回 IMF 以降の階級⑷ 下層中産層の没落
第24回 IMF 以降の階級⑸ 労働者階級の分節化
第25回 IMF 以降の階級⑹ 正規職と非正規職
第26回 労働組合運動⑴ 既存労働組合
第27回 労働組合運動⑵ 非正規の労働運動
第28回 労働組合運動⑶ 正規職と非正規職との連携
第29回 労働運動と社会運動
第30回 労働者階級の連帯

○準備学習の内容
参考書を読み，ノートをとりながら論点を整理してお

く。
○テ キ ス ト

申光榮ほか『韓国社会の階級論的理解』2003 年〔韓国
語〕

○参 考 書
＊日本語書籍のみしるす。
ハーゲン・クー『韓国の労働者』御茶の水書房，2004

年
○学生に対する評価

平常の授業準備状態をもって評価する。
受講生にたいする評価と今後の課題については個別に論
評する。
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韓国社会経済論特殊講義Ⅱ
⚔単位 ⁋ 弘 範

○授業の到達目標及びテーマ
朝鮮半島の伝統と近代。

○授業の概要
朝鮮半島では 19 世紀後半，日本や清，ロシアなど列強

諸国の影響力のもとで独自の「近代」が模索されたが，
最終的には日本が支配を貫徹させるために近代的な諸制
度を朝鮮半島にもたらした。こうした経緯から，現在で
も朝鮮半島の「近代化」や「近代性」をめぐっては肯定・
否定双方の立場から議論が展開されている。本講義で
は，主に朝鮮半島における近代の展開について取扱うが，
この展開を規定する要因の⚑つでもある「伝統」社会に
も注目したい。

○授 業 計 画
第⚑回 朝鮮史を学ぶこと（導入）
第⚒回 朝鮮史研究の歴史⑴ 朝鮮半島
第⚓回 朝鮮史研究の歴史⑵ 日本
第⚔回 朝鮮半島における歴史認識
第⚕回 朝鮮半島における歴史教育
第⚖回 李氏朝鮮前期⑴ 仏教から儒教へ
第⚗回 李氏朝鮮前期⑵ 党争の時代
第⚘回 李氏朝鮮後期⑴ 戦後改革
第⚙回 李氏朝鮮後期⑵ 社会経済状況
第10回 李氏朝鮮後期⑶ 「伝統」社会の成立
第11回 開国期⑴ 大院君と高宗・閔妃
第12回 開国期⑵ 日本と清の台頭
第13回 開国期⑶ 独立協会と愛国啓蒙運動
第14回 開国期⑷ 大韓帝国と光武改革
第15回 前期まとめ
第16回 保護国期⑴ 第二次日韓協約と統監府
第17回 保護国期⑵ 義兵抗争
第18回 日本統治期⑴ 朝鮮総督府
第19回 日本統治期⑵ 三・一運動
第20回 日本統治期⑶ 齋藤実と文化政治
第21回 日本統治期⑷ 実力養成運動と青年会
第22回 日本統治期⑸ 共産主義の流入
第23回 日本統治期⑹ 兵站基地化と工業化
第24回 日本統治期⑺ 植民地近代性
第25回 日本統治期⑻ 皇民化政策
第26回 日本統治期⑼ 戦時動員
第27回 解放後⑴ 米ソ進駐と引揚
第28回 解放後⑵ 済州島⚔・⚓事件
第29回 解放後⑶ 南北分断
第30回 後期まとめ

○準備学習の内容
テキスト・参考書の予習はもちろんだが，日頃から朝

鮮半島の政治経済社会に対して関心を持つこと。韓国・
朝鮮語による史料を紹介することがあるので，この講義
の履修者は，それらを解読できる程度の語学力を備えて
いることが望ましい。

○テ キ ス ト
講義の中で適宜指示する。

○参 考 書
講義の中で適宜指示する。

○学生に対する評価
討論への参加状況と，内容に対する理解度から判断す

る。
課題の評価結果については個々に講評する。

韓国社会経済論特殊講義Ⅱ演習⚑
⚔単位 ⁋ 弘 範

○授業の到達目標及びテーマ
朝鮮近代史研究の基礎を身につける。

○授業の概要
朝鮮史は，独自の展開過程と体系をもつ歴史であり，

その研究成果も朝鮮半島と日本を中心に数多く蓄積され
ている。朝鮮史研究を始めるにあたっては，まずそれら
の研究成果から学び，そこから各自が新たな研究課題を
見出す作業が必要である。また，史料の収集や分析，韓
国・朝鮮における研究成果の批判・分析には，韓国・朝
鮮語の高度な運用能力が必要であるため，必要に応じて
原書史料の読解法についても指導を行なう。

○授 業 計 画
第⚑回 導入
第⚒回 先行研究分析⑴戦前期朝鮮半島
第⚓回 先行研究分析⑵戦後期朝鮮半島
第⚔回 先行研究分析⑶民主化後の韓国
第⚕回 先行研究分析⑷戦前期日本
第⚖回 先行研究分析⑸戦後期日本
第⚗回 先行研究分析⑹歴史学と地域研究
第⚘回 先行研究分析⑺日本史研究と朝鮮史
第⚙回 朝鮮史史料論⑴李氏朝鮮期の王朝正史
第10回 朝鮮史史料論⑵李氏朝鮮期の漢文史料
第11回 朝鮮史史料論⑶李氏朝鮮期のハングル
第12回 朝鮮史史料論⑷開国期の国漢文史料
第13回 朝鮮史史料論⑸開国期のハングル史料
第14回 朝鮮史史料論⑹日本の朝鮮史関連史料
第15回 前期まとめ
第16回 史料演習⑴収蔵機関での検索
第17回 史料演習⑵データベース検索
第18回 史料演習⑶研究者情報の検索
第19回 史料演習⑷学会情報の検索
第20回 史料読解⑴国漢文の解読
第21回 史料読解⑵綴字法制定以前の文章
第22回 史料読解⑶新聞記事史料の活用
第23回 史料読解⑷地域情報の収集と分析
第24回 史料読解⑸人物情報の収集と分析
第25回 史料読解⑹現代韓国語論文の解読
第26回 中間報告⑴研究テーマ設定
第27回 中間報告⑵先行研究分析
第28回 中間報告⑶史料分析
第29回 中間報告⑷今後の検討課題
第30回 後期まとめ

○準備学習の内容
「韓国社会経済論特殊講義Ⅱ」において扱う，李氏朝鮮

時代～南北分断までの歴史について，基本事項を理解し
ておくこと。

○テ キ ス ト
演習の中で適宜指示します。

○参 考 書
演習の中で適宜指示します。

○学生に対する評価
討論の内容および理解度によって判断します。
課題の評価結果については個々に講評する。
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韓国社会経済論特殊講義Ⅱ演習⚒
⚔単位 ⁋ 弘 範

○授業の到達目標及びテーマ
朝鮮半島の近代史に関する修士論文を作成する

○授業の概要
朝鮮半島の近代史に関連して，各自が演習⚑で修得し

た能力と知識をもとに，主に日本語と韓国・朝鮮語の史
料を読み，テーマを設定して修士論文の作成を行なう。

○授 業 計 画
第⚑回 導入
第⚒回 研究テーマの設定
第⚓回 テーマ設定⑴問題意識の整理
第⚔回 テーマ設定⑵取扱う史料の選択
第⚕回 テーマ設定⑶収蔵機関の検索
第⚖回 テーマ設定⑷先行研究の検索
第⚗回 テーマ設定⑸論の組み立て
第⚘回 修士論文作成準備⑴研究動向整理
第⚙回 修士論文作成準備⑵先行研究批判
第10回 修士論文作成準備⑶史料調査計画
第11回 修士論文作成準備⑷史料分析
第12回 修士論文作成準備⑸史料批判
第13回 修士論文作成準備⑹追加史料の検討
第14回 修士論文作成準備⑺全体構成の検討
第15回 前期まとめ
第16回 修士論文テーマの決定
第17回 テーマ報告⑴章割
第18回 テーマ設定⑵史料分析の検討
第19回 テーマ報告⑶先行研究批判
第20回 テーマ報告⑷論理構成
第21回 テーマ報告⑸まとめ
第22回 修士論文作成⑴史料読解
第23回 修士論文作成⑵史料分析
第24回 修士論文作成⑶テーマの再検討
第25回 修士論文作成⑷全体構成の検討
第26回 修士論文作成⑸先行研究批判
第27回 修士論文作成⑹論理構成の再検討
第28回 修士論文作成⑺全体構成の再検討
第29回 修士論文作成⑻今後の検討課題
第30回 後期まとめ

○準備学習の内容
韓国・朝鮮語史料の解読には，相応の高度な語学力を

必要とします。演習の時間以外にも韓国・朝鮮語の専門
書や研究論文を読み，語学力の蓄積に努めること。

○テ キ ス ト
演習の中で適宜指示します。

○参 考 書
演習の中で適宜指示します。

○学生に対する評価
討論の内容および理解度によって判断します。
課題の評価結果については個々に講評する。

社会調査論特殊講義Ⅰ
⚔単位 内 田 和 浩

○授業の到達目標及びテーマ
「地域社会調査における質的調査法とその有効性」を

テーマとして，到達目標として次の⚓点を掲げる。①社
会調査における量的調査法と質的調査法の違いを理解す
る。②質的調査法における複数の手法を理解する。③地
域社会調査における質的調査法の有効性を理解する。

○授業の概要
社会調査は，大きく量的調査法と質的調査法に区別さ

れている。本講義では，地域づくりの主体像とその形成
過程に迫る地域社会調査研究において，具体的にどのよ
うな社会調査を行っていけばよいのかを論ずるととも
に，インタビュー法や参与観察法などを用いる質的調査
法のさまざまな手法の理解と体得をめざし，その有効性
について論じていく。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス 講義の進め方
第⚒回 社会調査の諸類型
第⚓回 社会調査の設計 問題意識・仮説の構築
第⚔回 量的調査法⑴ 調査票の作成とサンプリング
第⚕回 量的調査法⑵ データの整理・コーディングと

分析
第⚖回 質的調査法⑴ 質的調査・質的研究とは─量的

研究との違い
第⚗回 質的調査法⑵ 問いの立て方から研究計画まで
第⚘回 質的調査法⑶ 個別インタビューとその技法
第⚙回 質的調査法⑷ グループインタビューとその技

法
第10回 質的調査法⑸ 参与観察とアクションリサーチ
第11回 質的調査法⑹ ケーススタディ
第12回 質的調査法⑺ データ分析の実際
第13回 質的調査法⑻ 論文にまとめる際の留意点
第14回 文献解読⑴ 具体的な研究論文・著書をもとに

（基本的な文献）
第15回 文献解読⑵ 具体的な研究論文・著書をもとに

（初歩的な文献）
第16回 文献解読⑶ 具体的な研究論文・著書をもとに

（中程度の文献）
第17回 文献解読⑷ 具体的な研究論文・著書をもとに

（高度な文献）
第18回 模擬的調査訓練⑴ 課題の検討及び調査計画の

作成
第19回 模擬的調査訓練⑵ 個別インタビューの実際①
第20回 模擬的調査訓練⑶ 個別インタビューの実際②
第21回 模擬的調査訓練⑷ データ分析の実際①
第22回 模擬的調査訓練⑸ データ分析の実際②
第23回 質的調査・質的研究の有効性⑴ 意識変革は量

れない
第24回 質的調査・質的研究の有効性⑵ プロセスとし

ての理解
第25回 質的調査・質的研究の有効性⑶ 研究対象者と

の融合
第26回 すぐれた社会調査から学ぶ⑴ 島崎稔『社会科

学としての社会調査』
第27回 すぐれた社会調査から学ぶ⑵ 中野卓『生活史

の研究』
第28回 地域社会調査の実践的ノウハウ
第29回 フィールドの倫理
第30回 質的調査法の有効性（まとめと到達度チェック）
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○準備学習の内容
毎回，必ずテキストを予習し，必要に応じて報告レジュ

メの作成を行うこと。
○テ キ ス ト

谷 富夫・山本 努編著『よくわかる質的社会調査（プ
ロセス編）』（ミネルヴァ書房，2010）

○参 考 書
島崎稔・島崎美代子著作集第⚕巻『社会科学としての

社会調査』（礼文出版．2004）
中野卓著作集生活史シリーズ⚑巻『生活史の研究』（東

信堂．2003）
○学生に対する評価

講義の中での発問への応答，模擬的調査訓練でのデー
タ分析結果の報告を求めるとともに，年度末に到達度
チェックを行ない，それらの総合的評価とする。

課題の評価結果については個々に講評する。

社会調査論特殊講義Ⅰ演習⚑
⚔単位 内 田 和 浩

○授業の到達目標及びテーマ
「社会調査史に見る質的調査法の実際」をテーマとし

て，到達目標として次の⚓点を掲げる。①量的調査法を
含む社会調査史の概観を理解する。②どのような経緯を
ḷり質的調査法が社会教育史に登場してきたのか理解す
る。③地域社会調査における質的調査法による代表的な
研究とその成果を理解する。

○授業の概要
本演習では，テキスト学習を中心にして「社会調査史

に見る質的調査法の実際」について，受講生との議論を
通じて学んでいきたい。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス 演習の進め方
第⚒回 テキストの概観 テキスト学習の担当決め
第⚓回 テキスト学習⑴ 社会調査史の開拓者群像①

チャールズ・ブース
第⚔回 テキスト学習⑵ 社会調査史の開拓者群像②

マックス・ヴェーバー
第⚕回 テキスト学習⑶ 社会調査史の開拓者群像③シ

カゴ・モノグラフ
第⚖回 テキスト学習⑷ 社会調査史の開拓者群像④ロ

バート・リンド
第⚗回 テキスト学習⑸ 社会調査史の開拓者群像⑤横

山源之助
第⚘回 テキスト学習⑹ 社会調査史の開拓者群像⑥島

崎稔
第⚙回 テキスト学習⑺ 戦後日本の社会的現実と社会

調査①戦後直後の労働調査
第10回 テキスト学習⑻ 戦後日本の社会的現実と社会

調査②主要調査発見事実
第11回 テキスト学習⑼ 戦後日本の社会的現実と社会

調査③生活調査
第12回 テキスト学習⑽ 戦後日本の社会的現実と社会

調査④生活史調査
第13回 テキスト学習⑾ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑤生活調査の発展
第14回 前期のまとめ⑴ シカゴ・モノグラフの解読
第15回 前期のまとめ⑵ 日本の社会調査における質的

調査の登場
第16回 後期の演習の進め方 テキスト学習の担当決め
第17回 テキスト学習⑿ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑥戦後農村調査
第18回 テキスト学習⒀ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑦高度経済成長期
第19回 テキスト学習⒁ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑧農村調査の課題
第20回 テキスト学習⒂ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑨環境問題社会調査
第21回 テキスト学習⒃ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑩公害安中調査
第22回 テキスト学習⒄ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑪多様な調査研究
第23回 テキスト学習⒅ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑫原爆被爆者問題ⅰ
第24回 テキスト学習⒆ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑬原爆被爆者問題ⅱ
第25回 テキスト学習⒇ 戦後日本の社会的現実と社会

調査⑭原爆被爆者問題ⅲ
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第26回 テキスト学習⚦ 戦後日本の社会的現実と社会
調査⑮総括

第27回 テキスト学習⚧ 社会調査史研究の方法論的視
座①

第28回 テキスト学習⚨ 社会調査史研究の方法論的視
座②

第29回 演習全体のまとめ⑴ 質的調査による地域社会
調査

第30回 演習全体のまとめ⑵ 質的調査による地域調査
研究の成果

○準備学習の内容
毎回，必ずテキストを予習し，必要に応じて報告レジュ

メの作成を行うこと。
○テ キ ス ト

石川淳志・橋本和孝・浜谷正晴編著『社会調査─歴史
と視点』（ミネルヴァ書房．1994）

○参 考 書
適宜，紹介する。

○学生に対する評価
演習での報告内容，討議での発言等，それらの総合的

評価とする。
課題の評価結果については個々に講評する。

社会調査論特殊講義Ⅰ演習⚒
⚔単位 内 田 和 浩

○授業の到達目標及びテーマ
「地域社会の実証研究としての質的調査」をテーマと

して，到達目標として次の⚓点を掲げる。①モノグラフ
としての地域社会研究の一つの方法を理解する。②作品
を通して，作者がどのような質的調査を行ってきたかを
理解する。③自らの修士論文における具体的な質的調査
に役立てる。

○授業の概要
本演習では，「地域社会の実証研究としての質的調査」

について，前半はテキスト学習を中心にして，後半は各
自の修士論文における調査研究を中心にして，受講生と
の議論を通じて学んでいきたい。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス 演習の進め方
第⚒回 テキストの概観 テキスト学習の担当決め
第⚓回 テキスト学習⑴ 東京の発展と「この町」の成

立①
第⚔回 テキスト学習⑵ 東京の発展と「この町」の成

立②
第⚕回 テキスト学習⑶ 町内社会の成立と展開①
第⚖回 テキスト学習⑷ 町内社会の成立と展開②
第⚗回 テキスト学習⑸ お神輿と町内社会の世代交代
第⚘回 テキスト学習⑹ 母親たちの挑戦①
第⚙回 テキスト学習⑺ 母親たちの挑戦②
第10回 テキスト学習⑻ もうひとつの地域①
第11回 テキスト学習⑼ もうひとつの地域②
第12回 テキスト学習⑽ もうひとつの地域③
第13回 テキスト学習⑾ さらなる都市化と地域の変貌
第14回 前期のまとめ⑴ 調査方法の確認
第15回 前期のまとめ⑵ まとめと総括
第16回 後期の演習の進め方
第17回 修士論文検討⑴ 調査計画と調査方法の確認
第18回 修士論文検討⑵ データ分析の実際と考察①

（基本的な考え方）
第19回 修士論文検討⑶ データ分析の実際と考察②

（初歩的な分析）
第20回 修士論文検討⑷ データ分析の実際と考察③

（初歩的な考察）
第21回 修士論文検討⑸ データ分析の実際と考察④

（初歩的な分析）
第22回 修士論文検討⑹ データ分析の実際と考察⑤

（発展的な考察）
第23回 修士論文検討⑺ 文章整理と検証①（基本的な

考え方）
第24回 修士論文検討⑻ 文章整理と検証②（初歩的な

文章整理）
第25回 修士論文検討⑼ 文章整理と検証③（初歩的な

検証）
第26回 修士論文検討⑽ 文章整理と検証④（発展的な

文章整理）
第27回 修士論文検討⑾ 文章整理と検証⑤（発展的な

検証）
第28回 修士論文検討⑿ 文章整理と検証⑥（総合的な

検証）
第29回 演習全体のまとめ⑴ 成果と残された課題
第30回 演習全体のまとめ⑵ ふりかえり

○準備学習の内容
毎回，必ずテキストを予習し，必要に応じて報告レジュ
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メの作成を行うこと。
○テ キ ス ト

玉野和志著『東京のローカル・コミュニティ』（東京大
学出版会．2005）

○参 考 書
適宜，紹介する。

○学生に対する評価
演習での報告内容，討議での発言等，それらの総合的

評価とする。
課題の評価結果については個々に講評する。

社会調査論特殊講義Ⅱ
⚔単位 水野谷 武 志

○授業の到達目標及びテーマ
この授業は実際の社会調査データを使ってデータ分析

の知識と技術の獲得を目標とする。
○授業の概要

東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカ
イブ研究センターは，全国を対象とした様々な社会調査
データを収集・蓄積し，データアーカイブを一般に公開
している（SSJDA）。さらに SSJDA は現在，オンライン
の集計システムを提供している。つまり，難しい集計・
統計ソフト（例えば SPSS や SAS など）を使わずに，イ
ンターネットにさえアクセスできれば，対話形式でデー
タを集計・分析できる。SSJDA が所蔵する社会調査デー
タの⚑つである，日本版総合的社会調査（JGSS）を実際
に使いながら，このオンライン集計システムを利用して，
データ分析の基礎を学ぶことができるテキストが出版さ
れている。このテキストにそって講義を進めたい。なお，
集計・分析の前提となる社会調査の基礎知識（社会調査
とは何か，調査の手順など）についてもテキストに収録
されているので，第⚑学期はこれを学び，第⚒学期に集
計・分析について実習したい。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 社会調査の有効性，量的調査と質的調査
第⚓回 量的データと質的データ，量的変数と質的変数
第⚔回 素データと集計データ
第⚕回 調査全体の設計，調査方法の選択
第⚖回 調査票の作成，調査対象者の抽出
第⚗回 調査の実施とデータコーディング，結果の整

理・分析と調査報告書の作成
第⚘回 なぜ「分析」が必要か，データの記述とデータ

による推測
第⚙回 仮説検証と検索，作業仮説の構築
第10回 分析のためのデータの加工
第11回 データ公開が必要とされる理由，データアーカ

イブの利用
第12回 日本版総合的社会調査 JGSS の概要
第13回 オンラインのリモート集計の概要
第14回 JGSS による独自の研究計画の作成・打ち合せ
第15回 JGSS による独自の研究計画の確定
第16回 度数分布とは，質的変数の度数分布表の作成
第17回 量的変数の度数分布表の作成，度数の重要性
第18回 グラフは何のためにつくるのか，代表的なグラ

フ
第19回 グラフの誤用，忘れられがちなグラフ
第20回 基本統計量，さまざまな代表値
第21回 さまざまなばらつき，歪度と尖度，箱ひげ図
第22回 単一回答と複数回答，複数回答は複数のダミー

変数に
第23回 複数回答の分析，複数回答の調査項目を作成す

る難しさ
第24回 クロス集計表の作り方・読み方，さまざまなパー

セント
第25回 縮約したクロス表の必要性，散布図
第26回 ⚓変数のクロス集計表
第27回 独自の研究計画にもとづく研究論文を構想する
第28回 独自の研究計画にもとづく研究論文の初稿作

成・提出・発表
第29回 独自の研究計画にもとづく研究論文の⚒稿作
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成・提出・発表
第30回 独自の研究計画にもとづく研究論文の完成・提

出・発表
○準備学習の内容

前回授業の復習。次回授業について指示する内容の予
習。

○テ キ ス ト
岩井紀子・保田時男（2008）『調査データ分析の基礎─

JGSS データとオンライン集計の活用』有斐閣
○参 考 書

佐藤博樹・石田浩・池田謙一編（2002）『社会調査の公
開データ─⚒次分析への招待』東京大学出版会

新睦人・盛山和夫編（2008）『社会調査ゼミナール』有
斐閣

○学生に対する評価
講義での発表，討論，質疑応答，実習の成果，提出論

文の学術的水準を総合的に判断して評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

社会調査論特殊講義Ⅱ演習⚑
⚔単位 水野谷 武 志

○授業の到達目標及びテーマ
この授業の目標は，統計的研究の実際を学んだ上で，

独自の研究テーマを統計で分析し，論文を作成すること
である。

○授業の概要
ホットな社会・経済問題を統計で分析した研究書を輪

読することで，統計的研究の実際を学ぶとともに，独自
の研究テーマを確定・明確化する際の参考とする。テー
マ設定後は，主に政府統計を中心に関連する統計資料を
収集・吟味し，先行研究を収集・理解し，独自に作成し
た統計図表を使って論文を作成する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 人口の統計分析
第⚓回 失業・不安定雇用・ワーキングプアの統計分析
第⚔回 賃金格差の統計分析
第⚕回 労働時間の統計分析
第⚖回 個人所得分布の統計分析
第⚗回 年金の統計分析
第⚘回 医療の統計分析
第⚙回 世帯の土地所有の統計分析
第10回 地方自治体の政策形成と統計
第11回 地域ガバナンス・コミュニケーションと統計
第12回 健康の不平等と統計
第13回 二酸化炭素排出と統計
第14回 独自研究テーマの候補と絞り込み
第15回 独自研究テーマの確定
第16回 先行研究の収集・検索
第17回 優れた先行研究の選別
第18回 優れた先行研究の批判的検討
第19回 関連する政府統計の収集
第20回 関連する政府統計の批判的検討
第21回 独自の統計分析視角について構想する
第22回 独自の統計分析視角を確定する
第23回 分析視角にもとづいて独自な統計表を構想する
第24回 分析視角にもとづいて独自な統計表を作成して

みる
第25回 独自統計表の確定
第26回 研究論文の構成・論点案発表
第27回 研究論文の構成・論点の確定
第28回 研究論文の初稿作成・提出・発表
第29回 研究論文の⚒稿作成・提出・発表
第30回 研究論文の完成・提出・発表

○準備学習の内容
前回授業の復習。次回授業について指示する内容の予

習。
○テ キ ス ト

岩井浩他編（2009）『社会的格差と統計』北海道大学出
版会

○参 考 書
木下滋・土居英二・森博美編（1998）『統計ガイドブッ

ク：社会・経済』（第⚒版）大月書店
長屋政勝・金子治平・上藤一郎編著（1999）『統計と統

計理論の社会的形成（統計と社会経済分析Ⅰ）』北海道大
学図書刊行会

杉森滉一・木村和範編著（2000）『統計学の思想と方法
（統計と社会経済分析Ⅱ）』北海道大学図書刊行会

近昭夫，藤江昌嗣編著（2001）『日本経済の分析と統計
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（統計と社会経済分析Ⅲ）』北海道大学図書刊行会
岩井浩・福島利夫・藤岡光夫編著（2000）『現代の労働・

生活と統計（統計と社会経済分析Ⅳ）』北海道大学図書刊
行会

○学生に対する評価
講義での発表，討論，質疑応答，作業過程，提出論文

の学術的水準を総合的に判断して評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

社会調査論特殊講義Ⅱ演習⚒
⚔単位 水野谷 武 志

○授業の到達目標及びテーマ
この授業の目標は，独自の研究テーマにもとづいて，

独自調査を設計・実施し，その成果を研究論文にまとめ
ることである。

○授業の概要
社会調査論特殊講義Ⅱ演習⚑で取り組んだ研究テーマ

に関して独自に調査を設計・実施し，その成果を取り入
れることで研究の深化をめざす。統計的研究は既存調査
結果の利用であり，そこには独自研究テーマ・視角に照
らして不十分な点がある。これを補強するために，独自
調査を設定する。調査計画にもよるが，集計・分析には
統計ソフトである SPSS を使うことを想定し，このソフ
トの基本的な使い方も習得する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 独自調査の企画案の構想を練る
第⚓回 独自調査の企画案の作成・発表
第⚔回 独自調査の企画案の吟味・検討
第⚕回 独自調査の企画案の決定
第⚖回 調査対象の選定
第⚗回 調査対象の依頼・確保
第⚘回 調査票の構想を練る
第⚙回 調査票案の作成・発表
第10回 調査票案の吟味・検討
第11回 調査票案の決定
第12回 予備調査の準備
第13回 予備調査の実施結果発表
第14回 SPSS の基本
第15回 データの入力方法
第16回 変数の設定
第17回 データの集計方法
第18回 データの分析：記述統計
第19回 新しい変数の作成
第20回 回収した調査票の確認・整理・点検
第21回 調査票データの SPSS への入力
第22回 集計計画にもとづく記述統計の作成
第23回 記述統計による分析・検討
第24回 推測統計による分析・検討
第25回 研究論文の構成・論点案発表
第26回 研究論文の構成・論点の確定
第27回 研究論文のレジュメ作成・提出・発表
第28回 研究論文の初稿作成・提出・発表
第29回 研究論文の⚒稿作成・提出・発表
第30回 研究論文の完成・提出・発表

○準備学習の内容
前回授業の復習。次回授業について指示する内容の予

習。
○テ キ ス ト

馬場浩也（2005）『SPSS で学ぶ統計分析入門（第⚒版）』
東洋経済新報社

○参 考 書
盛山和夫（2004）『社会調査法入門』有斐閣
新睦人・盛山和夫編（2008）『社会調査ゼミナール』有

斐閣
○学生に対する評価

講義での発表，討論，質疑応答，作業過程，提出論文
の学術的水準を総合的に判断して評価する。

課題の評価結果については個々に講評する。
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教育社会経済論特殊講義
⚔単位 荻 原 克 男

○授業の到達目標及びテーマ
公教育システムが，いかなる条件と構造から成り立っ

ているのかを理解することを目標とする。その際，学校
制度やその管理組織といった公教育の内部世界を理解す
ることにとどまらず，その外部に隣接する他の社会シス
テム（経済システム，政治システム，法システム等）と
の相互依存関係のなかに位置づけて捉える視点を身につ
けることをねらいとする。

○授業の概要
前半では，教育という現象が様々な分野でどのように

取り上げられてきたのか，また研究分野ごとで分析視角
にどんな違いがあるのかを概観する。後半は，実際に日
本の近現代社会を素材としながら，公教育システムの成
立・展開・変容の過程を分析する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 教育現象をとらえる様々な視点：教育研究は科

学か？
第⚓回 ヒトから人へ～霊長類学の地平～
第⚔回 脳の発達と社会性
第⚕回 学習と教育～どこまで人間に特有か～
第⚖回 社会のメンバーになるということ～社会化と個

人～
第⚗回 子育て・教育と家族
第⚘回 進学・進級と試験
第⚙回 学力と選抜～メリトクラシー原理～
第10回 学校の階級性・階層性～再生産論の視角～
第11回 学校から仕事へ～社会変動と移行システムの変

容～
第12回 国家・国民の形成と教育
第13回 教育統治の主体と装置
第14回 人権としての教育～近代教育の思想～
第15回 中間総括：社会システムとしての教育
第16回 制度の視点から教育をみる～⚒つの「制度」概

念～
第17回 歴史のなかの公教育①近代国家形成と教育
第18回 歴史のなかの公教育②ナショナリズム／ジェン

ダー／教育
第19回 歴史のなかの公教育③学校体系の整備と改革の

試み
第20回 歴史のなかの公教育④産業社会と学校教育
第21回 歴史のなかの公教育⑤試験・選抜とその機能
第22回 歴史のなかの公教育⑥総力戦と学校教育
第23回 討議：何処から何処へ？
第24回 戦後日本の公教育①戦後教育改革
第25回 戦後日本の公教育②憲法・教育基本法「体制」

論
第26回 戦後日本の公教育③政治と教育：教育政策と教

育運動
第27回 戦後日本の公教育④高度経済成長と学校教育
第28回 戦後日本の公教育⑤学校教育の拡大と飽和
第29回 戦後日本の公教育⑥教育改革の時代
第30回 総括討議：現在をどうとらえるか？

○準備学習の内容
適宜に予告する文献資料に目を通しておくこと。各回

の授業終了後に，当該回の関連文献によって理解の定
着・深化をはかること。

○テ キ ス ト

特に指定しない。適宜，文献資料を配付ないし紹介する。
○参 考 書

ガイダンス時および各回の授業のなかで提示する。
○学生に対する評価

授業や討議への参画状況，随時に提出を求めるコメン
トやレポートに基づき総合的に評価

課題の評価結果については個々に講評する。
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教育社会経済論特殊講義演習⚑
⚔単位 荻 原 克 男

○授業の到達目標及びテーマ
テーマ：現代日本の教育改革
到達目標：現代日本の教育改革を，1990 年代以降顕在

化してきた日本社会の構造的変容の一環に位置づけてそ
の特質を理解することを目標とする。また，具体的事例の
検討を通して，隣接する他の制度領域との相互関係のな
かで教育を捉える視点を身につけることをねらいとする。

○授業の概要
各テーマに関連する文献読解とそれに基づく討議を行

う。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス
第⚒回 教育改革とは何であり，何でないか
第⚓回 現代教育改革の歴史的源流
第⚔回 ⚓つの教育改革
第⚕回 第⚑の教育改革：明治維新と学制改革
第⚖回 第⚒の教育改革：戦後教育改革
第⚗回 第⚓の教育改革：46 答申と臨教審
第⚘回 第⚓の教育改革をめぐる疑問
第⚙回 「新自由主義」的教育改革論
第10回 新保守主義と新自由主義：欧米と日本
第11回 日本型福祉国家と教育
第12回 戦後日本型循環の形成と崩壊①会社主義
第13回 戦後日本型循環の形成と崩壊②家族主義
第14回 戦後日本型循環の形成と崩壊③パイプライン・

システムとしての学校
第15回 中間まとめと討議
第16回 日本型福祉社会論：転機としての 73 年
第17回 日本型福祉国家の再編構想と模索：80 年代と

90 年代
第18回 第⚒臨調と臨時教育審議会
第19回 構造改革路線の登場
第20回 三位一体改革と義務教育費国家負担金制度
第21回 地方分権と教育行政改革
第22回 教育の市場化：教育供給主体の多様化
第23回 教育と NPA 型改革
第24回 自治体における教育改革
第25回 学力問題と教育改革①国際学力テストのインパ

クト
第26回 学力問題と教育改革②目標管理と評価制度の構

築
第27回 公共サービスの提供形態と公教育
第28回 教育改革における外国事例の｢借用｣とその問題
第29回 イデオロギー言説としての教育改革
第30回 総括討議

○準備学習の内容
各回のテーマに関連する文献を紹介するので，事前に

熟読しておくこと。質問・論点を作って授業に臨むこと。
○テ キ ス ト

各回のテーマに合わせて適宜提示する。
○参 考 書

高原基彰『現代日本の転機』NHK ブックス（2009 年）。
小川正人『教育改革のゆくえ』ちくま新書（2010 年）

○学生に対する評価
文献の理解，討議への参画状況，随時に提出を求める

コメントやレポートに基づき総合的に評価
課題の評価結果については個々に講評する。

教育社会経済論特殊講義演習⚒
⚔単位 荻 原 克 男

○授業の到達目標及びテーマ
テーマ：システムとしての教育
到達目標：教育を一つの社会システム，制度として捉

える思考法を身につけることを目標とする。教育問題が
議論されるさい，しばしばその事件性や個別文脈のみに
注目が集まり，問題の背景文脈が見失なわれがちになる。
本授業では，教育問題を生起させている社会経済的・政
治文化的な背景要因を幅広く探求する視点と方法につい
て学習する。

○授業の概要
ほぼテキストに沿って，各章テーマの概要と論点を共

有したうえで討議を行う。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス
第⚒回 コミュニケーション・システムとしての社会と

教育
第⚓回 教育システムの成立
第⚔回 〈教育する意図〉：教育と社会化
第⚕回 教育される存在としての子ども
第⚖回 教育する存在としての教師
第⚗回 〈教師-生徒〉という教育関係
第⚘回 教育システムとカリキュラム
第⚙回 教育システムと評価・選別
第10回 相互行為システムとしての授業
第11回 生徒指導と社会化
第12回 組織としての学校①行政組織と学校
第13回 組織としての学校②学級と学校
第14回 組織としての学校③教員組織
第15回 中間まとめと討議
第16回 家族システムと教育
第17回 地域と学校
第18回 政治システムと教育
第19回 学校から仕事への「移行」と教育
第20回 福祉と教育
第21回 メディアと教育
第22回 グローバル化と学校教育
第23回 日本の教育システムの特質①制度
第24回 日本の教育システムの特質②文化
第25回 社会構造の変化と教育の機能的分化
第26回 教育の「自律性」について①システムと環境
第27回 教育の「自律性」について②宗教と学術
第28回 教育の「自律性」について③経済・財政と教育
第29回 教育の「自律性」について④政治と教育
第30回 総括討議

○準備学習の内容
テキストの他に，次に取り上げるテーマに関連する文

献を随時紹介するので，あわせて読んで論点を明確にし
ておくこと。

○テ キ ス ト
北村和夫『オートポイエーシスとしての近代学校』世

織書房（2015 年）
○参 考 書

石戸教嗣・今井重孝編著『システムとしての教育を探
る』勁草書房（2011 年）

○学生に対する評価
文献の理解，討議への参画状況，随時に提出を求める

コメントやレポートに基づき総合的に評価
課題の評価結果については個々に講評する。
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税法特殊講義
⚔単位 戸 井 健太郎

○授業の到達目標及びテーマ
（テーマ）

我が国の法人税，消費税及び相続税の法制度を理解す
ること

それぞれの税制度の社会的経済的問題点を探索するこ
と

それらの問題点に応答する先行研究を批判的に検討す
ること

（到達目標）
修士論文を執筆するにあたり不可欠となる知的基盤を

構築すること
○授業の概要

本講義では，税制論特殊講義で学習した，税の基礎理
論や税制度などへの理解を基盤として，法人税法，消費
税法及び相続税法についての検討を行う。よって，税制
論特殊講義（及びそれに相当する講義）を既に受講して
いることが本講義を受講する前提となる。

具体的には，本講義は，わが国の法人税，消費税及び
相続税の法制度についてテキスト，条文判例等を用いて
理解することを第一の目的とする。

さらに，受講者は，講義で扱う各税制度が社会や実態
経済との関係でどのような問題をかかえているのかを探
索し（または思考し），その問題解決への暫定的な道筋を
示すものとして先行研究を渉猟，分析した上で，各々受
講者固有の観点からそれら先行研究を批評することとす
る。これらの問題発見＝分析＝批評の各プロセスでのト
レーニングを通じて，具体的な知識と理解を滋養するこ
とはもとより修士論文執筆に必要な思考技術を会得する
ことが，本講義の到達目標である。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 法人税法の基礎
第⚓回 納税義務者
第⚔回 法人所得の意義
第⚕回 益金の額

①収益の範囲～法人税法 22 条⚒項の分析
第⚖回 益金の額

②収益の認識基準と法人税法 22 条⚔項
第⚗回 益金の額 ③無償取引・低額譲渡の検討
第⚘回 損金の額 ①法人税法 22 条⚓項の構造
第⚙回 損金の額 ②⾉原価の額⾊・⾉費用の額⾊の分析
第10回 損金の額 ③⾉損失の額⾊の分析
第11回 別段の定め ①受取配当等の益金不算入
第12回 別段の定め ②役員給与の損金不算入
第13回 別段の定め ③寄附金の損金不算入
第14回 別段の定め ④交際費等の損金不算入
第15回 別段の定め ⑤その他の定め
第16回 同族会社と特別規定
第17回 同族会社の行為計算否認規定
第18回 出資と分配 ①概説～金銭分配・現物分配にお

ける法人と株主の扱い
第19回 出資と分配 ②みなし配当
第20回 グループ法人税制
第21回 組織再編成と税制適格
第22回 組織再編成に係る否認規定
第23回 事業体課税と導管型課税
第24回 公益法人税制とその他の非営利法人
第25回 消費税法の基本構造

第26回 仕入税額控除
第27回 消費課税と税制改革
第28回 相続税・贈与税の基本構造
第29回 財産評価
第30回 相続税法上の特別措置

○準備学習の内容
講義に備えて，予めテキストの指定箇所ないしは指定

した資料を精読すること。
判例報告については第⚑回目の講義でアナウンスす

る。
○テ キ ス ト

増井良啓（2018）『租税法入門』第⚒版，有斐閣
中里実ほか編（2018）『租税法概説』第⚓版，有斐閣
渡辺徹也（2019）『スタンダード法人税法』第⚒版，弘

文堂
中里実・増井良啓編（2019）『租税法判例六法』第⚔版，

有斐閣
金子宏・佐藤英明・増井良啓・渋谷雅弘編（2017）『ケー

スブック租税法』第⚕版，弘文堂
中里実・佐藤英明・増井良啓・渋谷雅弘編（2018）『租

税判例百選』第⚖版，有斐閣
＊上記書籍については最新版を用意しておくこと

○参 考 書
金子宏（2019）『租税法』第 23 版，弘文堂
その他，講義で使用する論文や資料を随時アナウンス

する。
○学生に対する評価

定期試験は行わず，平常試験（小レポートや小テスト），
講義中の発言などで評価する。

─ 79 ─

修

士

課

程




