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博士（後期）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。
⚒）研究テーマと研究計画に基づいて履修科目を決定する。
⚓）研究テーマに関する学内研究会および学会（全国大会，部会）の参加と報告が可能となるよう指導

を受ける。
⚒年次

⚑）研究テーマに関する報告と論文の作成について指導を受ける。
⚒）学内研究会および学会での報告について指導を受ける。
⚓年次

⚑）⚒年次までに蓄積してきた研究成果を博士論文としてまとめる計画を策定する。
⚒）各種の研究報告のほか，11 月⚕日までに博士論文報告会で報告する。
⚓）12 月⚕日が博士論文（課程）提出期限。
⚔）審査委員会の審査をへて，合格発表（⚓月予定）。
※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。

〈博士（後期）課程修了要件単位〉
（2013 年度以降入学生）

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 特殊研究 ⚒

特殊研究
（⚑科目以上） ⚒以上

演習⚑ ⚒
⚒年次 演習⚒ ⚔

⚓年次（⚓年目） 演習⚓ ⚔
⚓年次（⚔年目） ※ －

⚓年次（⚕年目以降） ※ －
計 12 ⚒以上 14 以上

（2012 年度以前入学生）

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 特殊研究 ⚒

特殊研究
（⚑科目以上） ⚒以上

⚒年次 演習⚑ ⚔
⚓年次（⚓年目） 演習⚒ ⚔
⚓年次（⚔年目） ※ －

⚓年次（⚕年目以降） ※ －
計 10 ⚒以上 12 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・Ⅲ」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。
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〈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。

（2013 年度以降入学生）
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

（2012 年度以前入学生）
評 点 評 価 合 否

80～100 点 A 優
合 格60～ 79 点 B 良

50～ 59 点 C 可
49 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 博士(後期)課程 テーマ一覧
■国際比較経済論分野

授 業 科 目 担当教員 研 究 テ ー マ

比較経済政策史特殊研究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

比較経済政策史特殊研究Ⅱ 石井 健 近世イギリスにおける労働政策及び救貧政策の研究

■地域比較経済論分野

授 業 科 目 担当教員 研 究 テ ー マ

地域経済論特殊研究Ⅰ 大貝 健二 地域経済の再構築に向けた実証研究と地域産業政策の批判的検討

地域経済論特殊研究Ⅱ 濱田 武士 グローバル化のなかの地域問題と地域経済政策

東アジア経済論特殊研究Ⅱ 水野 邦彦 韓国の階級構造と階級的イデオロギーの変化

開発政策論特殊研究Ⅰ 早尻 正宏 多元的経済時代の先進諸国の開発政策

■経済政策論分野

授 業 科 目 担当教員 研 究 テ ー マ

経済規制政策特殊研究Ⅰ 山田 誠治 情報・知識・文化資本主義化とネットワーク組織の可能性

経済規制政策特殊研究Ⅱ 上園 昌武 脱炭素社会に向けた環境・エネルギー政策

環境政策特殊研究Ⅰ 古林 英一 廃棄物処理政策の変遷過程

環境政策特殊研究Ⅱ 浅妻 裕 環境政策のポリシーミックス

農村再編政策特殊研究Ⅰ 宮入 隆 「北海道農業論」再構築のための実証研究

協同組合組織論特殊研究 佐藤 信 協同組合組織・事業の展開過程

社会政策特殊研究Ⅰ 川村 雅則 グローバル経済下における各国の労使関係

社会政策特殊研究Ⅱ 中囿 桐代 地域におけるセーフティネット形成の課題

教育社会経済論特殊研究 荻原 克男 福祉国家再編と教育改革

■経済分析理論分野

授 業 科 目 担当教員 研 究 テ ー マ

社会調査論特殊研究Ⅰ 内田 和浩 質的調査法と地域づくりの主体形成

理論経済学特殊研究Ⅰ 逸見 宜義 経済発展における教育や人的資本の役割

社会経済学特殊研究 神山 義治 資本の理論の基礎的諸範疇の検討

経済学史特殊研究 森下 宏美 福祉国家の思想的源流

社会思想史特殊研究Ⅰ 小林 淑憲 近現代の西洋社会に固有の諸問題の解明

統計学特殊研究Ⅱ 水野谷武志 社会・経済分野におけるミクロ統計データの利用
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2023 年度 大学院経済学研究科博士（後期）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
比較経済政策史特殊研究Ⅰ ⚒

市川 大祐
比較経済政策史特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
比較経済政策史特殊研究Ⅱ ⚒

石井 健
比較経済政策史特殊研究Ⅱ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
地域経済論特殊研究Ⅰ ⚒

大貝 健二
地域経済論特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
地域経済論特殊研究Ⅱ ⚒

濱田 武士
地域経済論特殊研究Ⅱ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
東アジア経済論特殊研究Ⅱ ⚒

水野 邦彦
東アジア経済論特殊研究Ⅱ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
開発政策論特殊研究Ⅰ ⚒

早尻 正宏
開発政策論特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
経済規制政策特殊研究Ⅰ ⚒

山田 誠治
経済規制政策特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
経済規制政策特殊研究Ⅱ ⚒

上園 昌武
経済規制政策特殊研究Ⅱ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
環境政策特殊研究Ⅰ ⚒

古林 英一
環境政策特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
環境政策特殊研究Ⅱ ⚒

浅妻 裕
環境政策特殊研究Ⅱ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
農村再編政策特殊研究Ⅰ ⚒

宮入 隆
農村再編政策特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
協同組合組織論特殊研究 ⚒

佐藤 信
協同組合組織論特殊研究演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
社会政策特殊研究Ⅰ ⚒

川村 雅則
社会政策特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
社会政策特殊研究Ⅱ ⚒

中囿 桐代
社会政策特殊研究Ⅱ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
教育社会経済論特殊研究 ⚒

荻原 克男
15 以降入学生対象

教育社会経済論特殊研究演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔ 15 以降入学生対象
社会調査論特殊研究Ⅰ ⚒

内田 和浩
社会調査論特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
理論経済学特殊研究Ⅰ ⚒

逸見 宜義
理論経済学特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
社会経済学特殊研究 ⚒

神山 義治
社会経済学特殊研究演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
経済学史特殊研究 ⚒

森下 宏美
経済学史特殊研究演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
社会思想史特殊研究Ⅰ ⚒

小林 淑憲
社会思想史特殊研究Ⅰ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
統計学特殊研究Ⅱ ⚒

水野谷武志
統計学特殊研究Ⅱ演習⚑・⚒・⚓ ⚒・⚔・⚔
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比較経済政策史特殊研究Ⅰ
⚒単位 市 川 大 祐

○授業の到達目標及びテーマ
幕末から大戦期までの日本経済の技術導入と成長の過

程について考察する。
○授業の概要

日本経済史についての先行研究を取り上げるととも
に，史料にもとづいて，各時代を掘り下げて考察する。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 日本経済史についての先行研究
第⚓回 幕末開港と日本経済に与えた衝撃について
第⚔回 幕末維新期の国際情勢と幕府の対応
第⚕回 戊辰戦争と明治維新の評価
第⚖回 明治政府の財政基盤確立・地租改正をめぐる論

争
第⚗回 殖産興業政策の展開
第⚘回 松方デフレと原始的蓄積
第⚙回 企業勃興と株式ブーム
第10回 紡績業と製糸業の発展
第11回 産業革命をめぐる論争
第12回 日清・日露戦争と日本
第13回 商社の海外展開と日本海運の発達
第14回 第一次世界大戦と大戦ブーム
第15回 まとめ

○準備学習の内容
各自課題論文・参考資料についてよく読み込み，論点

を整理してくること。
○テ キ ス ト

講義の中で指示します。
○参 考 書

講義の中で指示します。
○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課題論文の成績。
課題の評価結果については個々に講評する。

比較経済政策史特殊研究Ⅰ演習Ⅰ
⚒単位 市 川 大 祐

○授業の到達目標及びテーマ
幕末から大戦期までの日本経済の技術導入と成長の過

程について，いくつかの側面から光を当てつつ考察する。
○授業の概要

各自が選んだ時代・テーマにもとづき，史料から読み
取ることのできる事項と，その意義についてまとめ，論
点を提示する。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 先行研究の紹介と整理
第⚓回 江戸時代の経済発展と地回り経済圏の発達
第⚔回 北前船商人の活動と物流
第⚕回 幕末維新における市場変動
第⚖回 地租改正の意義
第⚗回 殖産興業政策の展開と帰結
第⚘回 松方デフレにおける農村の実態
第⚙回 株式ブームと企業勃興
第10回 紡績業の経営展開
第11回 製糸業と養蚕業の拡大と地域再編
第12回 産業革命をめぐる諸説とその検証
第13回 商社の海外支店展開の実態
第14回 第一次世界大戦期における貿易拡大
第15回 まとめ

○準備学習の内容
各自課題論文・参考資料についてよく読み込み，論点

を整理してくること。
○テ キ ス ト

演習の中で指示します。
○参 考 書

演習の中で指示します。
○学生に対する評価

報告と討論の内容。
課題の評価結果については個々に講評する。
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比較経済政策史特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 市 川 大 祐

○授業の到達目標及びテーマ
これまでの学習成果をもとに，各テーマについて，史

料をもとにファクトファインディングを行うとともに，
研究史上の意義付けを行う。

○授業の概要
日本経済史についての先行研究を整理した上で，各自

が選んだテーマについて，関係史料を収集し，史実を明
らかにするとともに，先行研究に対する位置づけを行う。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 先行研究と関係文献の紹介
第⚓回 関係史料の収集について
第⚔回 史料の読み方，史料批判の手法について
第⚕回 各テーマの主要論文輪読（第⚑回）
第⚖回 各テーマの主要論文輪読（第⚒回）
第⚗回 各テーマの主要論文輪読（第⚓回）
第⚘回 各テーマの主要論文輪読（第⚔回）
第⚙回 各テーマの主要論文輪読（第⚕回）
第10回 先行研究の整理
第11回 先行研究についての討論と位置づけ
第12回 各テーマ関係史料の解読と内容まとめ（第⚑回）
第13回 各テーマ関係史料の解読と内容まとめ（第⚒回）
第14回 各テーマ関係史料の解読と内容まとめ（第⚓回）
第15回 前期まとめ
第16回 後期導入，関係文献のサーベイ
第17回 各テーマ関連文献の輪読（第⚑回）
第18回 各テーマ関連文献の輪読（第⚒回）
第19回 各テーマ関連文献の輪読（第⚓回）
第20回 各テーマ関連文献の輪読（第⚔回）
第21回 各テーマ関連文献の輪読（第⚕回）
第22回 関連文献についての討論
第23回 問題点の指摘とそれをふまえた討論（第⚑回）
第24回 問題点の指摘とそれをふまえた討論（第⚒回）
第25回 問題点の指摘とそれをふまえた討論（第⚓回）
第26回 問題点の整理
第27回 問題点の指摘を受けおこなった追加研究報告

（第⚑回）
第28回 問題点の指摘を受けおこなった追加研究報告

（第⚒回）
第29回 問題点の指摘を受けおこなった追加研究報告

（第⚓回）
第30回 後期まとめ

○準備学習の内容
各テーマについて，論文・史料を読みこみ，概要をま

とめるとともに，論点を提示すること。
○テ キ ス ト

演習の中で指示します。
○参 考 書

演習の中で指示します。
○学生に対する評価

報告と討論の内容。
課題の評価結果については個々に講評する。

比較経済政策史特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 市 川 大 祐

○授業の到達目標及びテーマ
これまでの成果をもとに，各テーマについて，さらに

フィールドを定めて調査を行い，実証分析を進めること
で，新たな論点を提示する。

○授業の概要
各自が選んだテーマについて，関係史料を収集，調査

を進め，史実を解明するとともに，研究史をふまえて位
置づけを行う。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 先行研究についての整理（第⚑回）
第⚓回 先行研究についての整理（第⚒回）
第⚔回 先行研究についての整理（第⚓回）
第⚕回 先行研究についてのまとめと討論
第⚖回 史料調査の手法と計画について
第⚗回 史料解読（第⚑回）
第⚘回 史料解読（第⚒回）
第⚙回 史料解読（第⚓回）
第10回 史料解読（第⚔回）
第11回 史料解読（第⚕回）
第12回 関連文献輪読（第⚑回）
第13回 関連文献輪読（第⚒回）
第14回 関連文献輪読（第⚓回）
第15回 前期まとめ
第16回 後期導入，調査成果の確認
第17回 各テーマ調査結果の報告（第⚑回）
第18回 各テーマ調査結果の報告（第⚒回）
第19回 各テーマ調査結果の報告（第⚓回）
第20回 各テーマ調査結果の報告（第⚔回）
第21回 各テーマ調査結果の報告（第⚕回）
第22回 調査結果をふまえた討論
第23回 問題点についての討論（第⚑回）
第24回 問題点についての討論（第⚒回）
第25回 問題点についての討論（第⚓回）
第26回 問題点の整理
第27回 問題点の指摘を受けおこなった追加調査報告

（第⚑回）
第28回 問題点の指摘を受けおこなった追加調査報告

（第⚒回）
第29回 問題点の指摘を受けおこなった追加調査報告

（第⚓回）
第30回 後期まとめ

○準備学習の内容
各テーマについて，準備調査および史料調査を行い，

その成果をまとめるとともに，論点を提示すること。
○テ キ ス ト

演習の中で指示します。
○参 考 書

演習の中で指示します。
○学生に対する評価

報告と討論の内容。
課題の評価結果については個々に講評する。
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比較経済政策史特殊研究Ⅱ
⚒単位 石 井 健

○授業の到達目標及びテーマ
近世イギリスにおける労働政策と救貧政策の実態を，

史料の読解を通じて理解する。
テーマ：近世イギリスにおける労働政策及び救貧政策

の研究
○授業の概要

原典史料の輪読を通じて，チューダー朝イギリスにお
ける労働政策と救貧政策の変遷を検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 The Statute of Artificers ⑴
第⚓回 The Statute of Artificers ⑵
第⚔回 The Statute of Artificers ⑶
第⚕回 The Statute of Artificers ⑷
第⚖回 The Statute of Artificers ⑸
第⚗回 Vagrancy and Poor Relief ⑴
第⚘回 Vagrancy and Poor Relief ⑵
第⚙回 Vagrancy and Poor Relief ⑶
第10回 Vagrancy and Poor Relief ⑷
第11回 Vagrancy and Poor Relief ⑸
第12回 Poverty and Vagabonds ⑴
第13回 Poverty and Vagabonds ⑵
第14回 Poverty and Vagabonds ⑶
第15回 まとめ

○準備学習の内容
史料を熟読し，毎回要約ノートを作成しておくこと。

○テ キ ス ト
R. H. Tawney and Eileen Power, eds., Tudor economic

documents. 3 vols. (1924).
○参 考 書

その都度指示する。
○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。

比較経済政策史特殊研究Ⅱ演習⚑
⚒単位 石 井 健

○授業の到達目標及びテーマ
論文執筆に向けた準備を行う。

○授業の概要
論文執筆に向け，修士論文を総括し，課題を設定し，

先行研究を整理する，等の準備を行う。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス
第⚒回 修士論文の総括
第⚓回 問題の所在
第⚔回 先行研究の整理⑴
第⚕回 先行研究の整理⑵
第⚖回 史料の整理⑴
第⚗回 史料の整理⑵
第⚘回 中間報告
第⚙回 関連文献の整理⑴
第10回 関連文献の整理⑵
第11回 史料の整理⑶
第12回 史料の整理⑷
第13回 史料の整理⑸
第14回 中間報告
第15回 まとめ（研究テーマの確認）

○準備学習の内容
テキストを熟読し，毎回要約ノートを作成しておくこ

と。
○テ キ ス ト

参加者と相談の上，決定する。
○参 考 書

その都度指示する。
○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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比較経済政策史特殊研究Ⅱ演習⚒
⚔単位 石 井 健

○授業の到達目標及びテーマ
論文作成へ向け，文献や史料を調査・分析する。

○授業の概要
各自の研究テーマに基づいて関連する文献・史料を調

査報告し，内容を検討して論文作成に向けて準備を進め
る。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 進捗状況の報告
第⚓回 先行研究の整理⑴
第⚔回 先行研究の整理⑵
第⚕回 先行研究の整理⑶
第⚖回 先行研究の整理⑷
第⚗回 関連文献の調査報告⑴
第⚘回 関連文献の調査報告⑵
第⚙回 中間報告
第10回 関連文献の調査報告⑶
第11回 関連文献の調査報告⑷
第12回 関連史料の調査報告⑴
第13回 関連史料の調査報告⑵
第14回 関連史料の調査報告⑶
第15回 中間まとめ
第16回 進捗状況の報告
第17回 先行研究の検討⑴
第18回 先行研究の検討⑵
第19回 先行研究の検討⑶
第20回 先行研究の検討⑷
第21回 関連文献の検討⑴
第22回 関連文献の検討⑵
第23回 中間報告
第24回 関連文献の検討⑶
第25回 関連文献の検討⑷
第26回 関連史料の検討⑴
第27回 関連史料の検討⑵
第28回 関連史料の検討⑶
第29回 関連史料の検討⑷
第30回 総括

○準備学習の内容
各自の研究テーマに関する文献・史料を熟読し，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

その都度指示する。
○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。

比較経済政策史特殊研究Ⅱ演習⚓
⚔単位 石 井 健

○授業の到達目標及びテーマ
前年度までの研究成果をふまえ，さらに必要な文献・

史料を考察して，博士論文を完成させる。
○授業の概要

各自の研究テーマに基づいて関連する文献・史料を調
査報告し，内容を検討して論文作成に向けて準備を進め
る。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 進捗状況の報告
第⚓回 先行研究の整理⑴
第⚔回 先行研究の整理⑵
第⚕回 先行研究の整理⑶
第⚖回 先行研究の整理⑷
第⚗回 関連文献の調査報告⑴
第⚘回 関連文献の調査報告⑵
第⚙回 中間報告
第10回 関連文献の調査報告⑶
第11回 関連文献の調査報告⑷
第12回 関連史料の調査報告⑴
第13回 関連史料の調査報告⑵
第14回 関連史料の調査報告⑶
第15回 中間まとめ
第16回 進捗状況の報告
第17回 先行研究の検討⑴
第18回 先行研究の検討⑵
第19回 先行研究の検討⑶
第20回 先行研究の検討⑷
第21回 関連文献の検討⑴
第22回 関連文献の検討⑵
第23回 中間報告
第24回 関連文献の検討⑶
第25回 関連文献の検討⑷
第26回 関連史料の検討⑴
第27回 関連史料の検討⑵
第28回 関連史料の検討⑶
第29回 関連史料の検討⑷
第30回 総括

○準備学習の内容
参加者の研究テーマに関する文献・史料を熟読し，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

その都度指示する。
○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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地域経済論特殊研究Ⅰ
⚒単位 大 貝 健 二

○授業の到達目標及びテーマ
持続的な地域経済循環の創出と主体形成。地域経済学

と中小企業論の重複領域における理論探究と実証。
○授業の概要

地域経済と中小企業の捉え方や政策の変遷を学ぶ。
○授 業 計 画

第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 地域研究の動向：移出基盤成長論／漏れバケツ
第⚓回 地域研究の動向：地域の産業連関分析
第⚔回 地域研究の動向：内発的発展論・地域内再投資

力論
第⚕回 地域経済研究をめぐる諸理論の論点整理
第⚖回 多様性のなかの中小企業：異質多源性
第⚗回 中小企業認識の変化：問題型・貢献型
第⚘回 地域経済と中小企業の発展史⑴高度経済成長期
第⚙回 地域経済と中小企業の発展史⑵安定成長期
第10回 地域経済と中小企業の発展史⑶経済のグローバ

ル化期～現代
第11回 産業集積と中小企業：大都市工業圏，地場産業

産地
第12回 農村地域の経済と中小企業：地域資源の活用・

高付加価値化，小さな経済
第13回 中小企業・地域産業政策史⑴：中小企業近代化

政策
第14回 中小企業・地域産業政策史⑵：グローバル化と

構造調整政策
第15回 中小企業・地域産業政策史⑶：地方自治体によ

る独自施策の展開
○準備学習の内容

地域経済，中小企業に関するテキストを熟読し，論点
を整理しておくこと。

○テ キ ス ト
講義の中で指示します。

○参 考 書
講義の中で指示します。

○学生に対する評価
テキストの理解度，レジュメ作成，討論への参加程度

によって総合的に評価する。

地域経済論特殊研究Ⅰ演習⚑
⚒単位 大 貝 健 二

○授業の到達目標及びテーマ
地域産業，および中小企業政策に関する先行研究を捕

捉し，論点整理をおこなう。
○授業の概要

地域産業政策，中小企業政策の変遷から，理論的視点
をおさえその理想と実際の乖離を捕捉する。

○授 業 計 画
第⚑回 地域政策，地域産業政策，中小企業政策の領域
第⚒回 地域産業政策の変遷①：国土総合開発政策
第⚓回 地域産業政策の変遷②：全国総合開発計画と拠

点開発方式
第⚔回 地域産業政策の変遷③：第二次全国総合開発計

画と地域間格差の拡大
第⚕回 地域産業政策の変遷④：第三次全国総合開発計

画／テクノポリス構想
第⚖回 地域産業政策の変遷⑤：第四次全国総合開発計

画／大都市再開発，リゾート列島
第⚗回 地域産業政策の変遷⑥：国土形成計画と地方分

権
第⚘回 地域産業政策の変遷⑦：中間的総括
第⚙回 中小企業政策の変遷①：戦前期，戦間期の中小

工業政策
第10回 中小企業政策の変遷②：戦後初期の経済民主化

政策と大企業体制
第11回 中小企業政策の変遷③：高度経済成長期の中小

企業近代化促進法
第12回 中小企業政策の変遷④：産業構造の転換と知識

経済化への適応
第13回 中小企業政策の変遷⑤：産業構造調整下におけ

る新分野進出，起業・創業支援
第14回 中小企業政策の変遷⑥：地方分権の流れと地方

自治体による独自施策の展開
第15回 中小企業政策の変遷⑦：地域産業政策，中小企

業政策の総括
○準備学習の内容

地域経済，中小企業に関するテキストを熟読し，論点
を整理しておくこと。

○テ キ ス ト
講義の中で指示します。

○参 考 書
講義の中で指示します。

○学生に対する評価
テキストの理解度，レジュメ作成，討論への参加程度

によって総合的に評価する。
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地域経済論特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 大 貝 健 二

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文の作成に向け，研究課題を決め，文献・フィー

ルド調査の手法を検討する。また，調査結果に基づいて
論文作成を進めていく。

○授業の概要
前期は先行研究のサーヴェイを通じて自身の研究テー

マを確定させ，統計資料，一次資料の分析を行う。後期
は，夏期休暇期間の調査の報告のほか，論文の構成を検
討していく。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション（年間の授業計画の確認）
第⚒回 研究計画にかんする報告（研究目的・方法案な

ど）
第⚓回 先行研究のサーヴェイ報告①（資料収集リスト

の作成・確認）
第⚔回 先行研究のサーヴェイ報告②（先行研究の批判

的検討の確認）
第⚕回 先行研究のサーヴェイ報告③（先行研究の批判

的検討の確認）
第⚖回 先行研究のサーヴェイ報告④（論点確認）
第⚗回 統計資料，一次資料の分析①（資料収集リスト

の作成・確認）
第⚘回 統計資料，一次資料の分析②（統計資料データ

の加工方法の確認）
第⚙回 統計資料，一次資料の分析③（分析結果報告）
第10回 統計資料，一次資料の分析④（分析結果報告）
第11回 統計資料，一次資料の分析⑤（分析結果報告）
第12回 調査計画の検討①（調査方法の検討）
第13回 調査計画の検討②（調査対象，調査内容の検討）
第14回 調査計画の検討③（調査票の作成）
第15回 夏季調査・研究計画
第16回 調査報告①（実施調査内容の報告）
第17回 調査報告②（調査結果分析）
第18回 調査報告③（追加調査の実施検討）
第19回 追加調査の計画策定①（方法検討）
第20回 追加調査の計画策定②（内容検討）
第21回 事例分析のとりまとめ①（分析内容）
第22回 事例分析のとりまとめ②（考察結果）
第23回 統計資料，一次資料分析の報告①
第24回 統計資料，一次資料分析の報告②
第25回 先行研究サーヴェイの再検討
第26回 研究テーマの再検討・確認
第27回 論文序章の再検討①
第28回 論文序章の再検討②
第29回 論文構成に関する検討
第30回 目次構成案の確定

○準備学習の内容
毎回，進捗状況を確認する形ですすめていく。資料や

データの整理を進めておくこと。
○テ キ ス ト

講義の中で指示します。
○参 考 書

講義の中で指示します。
○学生に対する評価

論文作成の状況に基づいて評価する。

地域経済論特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 大 貝 健 二

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文を作成する。

○授業の概要
博士課程演習⚑・⚒の内容を踏まえ，より深みのある

博士論文を仕上げる。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス
第⚒回 博士論文の問題意識と研究課題の報告
第⚓回 博士論文の目次構成の再検討
第⚔回 博士論文の内容の検討⑴
第⚕回 博士論文の内容の検討⑵
第⚖回 博士論文の内容の検討⑶
第⚗回 博士論文の準備報告⑴
第⚘回 博士論文の準備報告⑵
第⚙回 博士論文の準備報告⑶
第10回 博士論文の準備報告⑷
第11回 博士論文の準備報告⑸
第12回 博士論文の準備報告⑹
第13回 博士論文の準備報告⑺
第14回 博士論文の準備報告⑻
第15回 博士論文の目次構成の再検討と今後の確認
第16回 先行研究のサーヴェイと再整理⑴
第17回 先行研究のサーヴェイと再整理⑵
第18回 博士論文の執筆報告⑴
第19回 博士論文の執筆報告⑵
第20回 博士論文の執筆報告⑶
第21回 博士論文の執筆報告⑷
第22回 博士論文の中間報告
第23回 博士論文の執筆報告⑸
第24回 博士論文の執筆報告⑹
第25回 博士論文の執筆報告⑺
第26回 博士論文の執筆報告⑻
第27回 博士論文の執筆報告⑼
第28回 博士論文の執筆報告⑽
第29回 博士論文最終点検
第30回 博士論文の提出

○準備学習の内容
博士論文を執筆し，進捗状況について報告すること。

○テ キ ス ト
特になし

○参 考 書
講義の中で指示します。

○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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地域経済論特殊研究Ⅱ
⚒単位 濱 田 武 士

○授業の到達目標及びテーマ
国際化時代の地域経済学を習得する。

○授業の概要
グローバル時代の地域経済の捉え方と地域政策の実践

について学習する。
○授 業 計 画

第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 地域経済学の方法論的検討：地域政治経済学の

提唱⑴
第⚓回 地域経済学の方法論的検討：地域政治経済学の

提唱⑵
第⚔回 地域政治経済学の理論⑴
第⚕回 地域政治経済学の理論⑵
第⚖回 地域経済の国際比較の視点：地域の魅力と地域

経済
第⚗回 成長極モデルの決算⑴
第⚘回 成長極モデルの決算⑵
第⚙回 内発的発展モデルの展望⑴
第10回 内発的発展モデルの展望⑵
第11回 グローバリゼーションと都市戦略
第12回 環境再生を軸とする都市再生
第13回 環境・交通・産業の政策統合
第14回 生活の質と知識経済
第15回 総括

○準備学習の内容
テキストを十分に読んでくること。

○テ キ ス ト
中村剛治郎著『地域政治経済学』有斐閣，2004

○参 考 書
とくになし

○学生に対する評価
テキストの理解度に応じて評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

地域経済論特殊研究Ⅱ演習⚑
⚒単位 濱 田 武 士

○授業の到達目標及びテーマ
経済のグローバル化に対応した地域経済の動向につい

て学ぶ。
○授業の概要

企業行動と各国の地域経済の関係について考察する。
○授 業 計 画

第⚑回 企業行動論⑴
第⚒回 企業行動論⑵
第⚓回 日本の産業都市とグローバル化⑴
第⚔回 日本の産業都市とグローバル化⑵
第⚕回 韓国の産業都市とグローバル化
第⚖回 中国の産業都市とグローバル化
第⚗回 台湾の産業都市とグローバル化
第⚘回 東南アジアの産業都市とグローバル化⑴
第⚙回 東南アジアの産業都市とグローバル化⑵
第10回 米国の産業都市とグローバル化
第11回 中南米の産業都市とグローバル化
第12回 EU の産業都市とグローバル化⑴
第13回 EU の産業都市とグローバル化⑵
第14回 アフリカの産業都市とグローバル化
第15回 ロシアの産業都市とグローバル化

○準備学習の内容
博士論文の構成を念頭において書く項目についての基

礎を学習しておくこと。
○テ キ ス ト

中村剛次郎著『基本ケースで学ぶ地域経済学（有斐閣
ブックス）』有斐閣，2008 年

○参 考 書
とくになし

○学生に対する評価
講義内容について理解を深めているかどうかを，議論

の中で判断し，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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地域経済論特殊研究Ⅱ演習⚒
⚔単位 濱 田 武 士

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文作成にあたってのテーマ確認と論点整理を行

う。
○授業の概要

博士論文のテーマを絞った上で，議論を重ねて論点を
まとめる作業を行う。

○授 業 計 画
第⚑回 博士論文作成にあたっての先行研究の文献整理
第⚒回 博士論文作成にあたっての先行研究の再整理

─地域経済理論─
第⚓回 博士論文作成にあたっての先行研究の再整理

─地域政策論─
第⚔回 博士論文序章の執筆と検討⑴
第⚕回 博士論文序章の執筆と検討⑵
第⚖回 博士論文序章の執筆から次章以降の再検討
第⚗回 博士論文の実証対象地域の検討⑴
第⚘回 博士論文の実証対象地域の検討⑵
第⚙回 博士論文の実証対象地域の検討⑶
第10回 地域実態調査の準備⑴
第11回 地域実態調査の準備⑵
第12回 地域実態調査の準備⑶
第13回 地域実態調査のための文献収集⑴
第14回 地域実態調査のための文献収集⑵
第15回 地域実態調査の準備⑷
第16回 地域実態調査の報告と整理⑴
第17回 地域実態調査の報告と整理⑵
第18回 地域実態調査の報告と整理⑶
第19回 博士論文実態分析部分の章別編成の検討⑴
第20回 博士論文実態分析部分の章別編成の検討⑵
第21回 博士論文実態分析部分の文章に基づく検討⑴
第22回 博士論文実態分析部分の文章に基づく検討⑵
第23回 博士論文実態分析部分の文章に基づく検討⑶
第24回 博士論文実態分析部分の文章に基づく検討⑷
第25回 博士論文実態分析部分の文章に基づく検討⑸
第26回 問題意識に立ち戻った検討

─序章との整合性─
第27回 問題意識に立ち戻った検討

─後の章との整合性─
第28回 博士論文実態分析部分の完成
第29回 博士論文次章に向けての課題析出⑴
第30回 博士論文次章に向けての課題析出⑵

○準備学習の内容
議論の整理を事前にしっかりと行い，議論の内容を

しっかりとまとめること。
○テ キ ス ト

論文で用いる関連する研究すべて。
○参 考 書

なし
○学生に対する評価

議論の整理がしっかりと行われているかどうかを評価
する。

課題の評価結果については個々に講評する。

地域経済論特殊研究Ⅱ演習⚓
⚔単位 濱 田 武 士

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文を作成する。

○授業の概要
博士課程演習⚑・演習⚒の学習にもとづき執筆し始め

ていた原稿に対するアドバイスを行い，推敲した原稿を
チェックし，より深みのある博士論文に仕上げる。

○授 業 計 画
第⚑回 オリエンテーション
第⚒回 博士論文の問題意識の復習
第⚓回 博士論文の構成の復習
第⚔回 博士論文の 構成の一部修正
第⚕回 博士論文の内容検討⑴
第⚖回 博士論文の内容検討⑵
第⚗回 博士論文の内容検討⑶
第⚘回 博士論文の内容検討⑷
第⚙回 博士論文の内容検討⑸
第10回 博士論文の再度の内容検討⑴
第11回 博士論文の再度の内容検討⑵
第12回 博士論文の再度の内容検討⑶
第13回 博士論文の再度の内容検討⑷
第14回 博士論文の再度の内容検討⑸
第15回 博士論文の再度の内容検討⑹
○夏季休暇中
に再度のフィールドワーク
第16回 追加のフィールドワーク報告
第17回 前年のフィールドワークの追加・修正
第18回 博士論文における実証分析⑴
第19回 博士論文における実証分析⑵
第20回 博士論文における実証分析⑶
第21回 博士論文における実証分析⑷
第22回 博士論文における実証分析⑸
第23回 博士論文の問題意識の文章の検討
第24回 博士論文の先行研究の文章読み合わせ
第25回 博士論文の先行研究の文章とその検討
第26回 博士論文の対象の国・地域の地域
○政策の文章読み合わせ
第27回 博士論文の検討
第28回 博士論文の最終章─博士論文で明らかにした

こと─の確認
第29回 博士論文の─今後の研究課題─
第30回 博士論文の細部の検討・提出

○準備学習の内容
事前に論旨を明確にすることを心がけること。

○テ キ ス ト
論文で用いる関連する研究すべて。

○参 考 書
○学生に対する評価

論文の仕上がり状況で判断する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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東アジア経済論特殊研究Ⅱ
⚒単位 水 野 邦 彦

○授業の到達目標およびテーマ
現代韓国の貧困と労働者階級。
韓国現代経済史の偏頗性を浮き彫りにしつつ，グロー

バル化韓国経済における貧困，労働者階級，労働組合運
動を概観する。

○授業の概要
解放後韓国の高度経済成長とその偏頗性とを分析し，

それによってグローバル化経済下の貧困の構造をあきら
かにする。あわせて貧困化の犠牲者ともいえる労働者階
級の実情と，労働組合の課題を考察する。

○授 業 計 画
第⚑回 社会経済構造の形成過程⑴ 分断と開発独裁
第⚒回 社会経済構造の形成過程⑵ 財閥支配
第⚓回 社会経済構造の形成過程⑶ グローバル化
第⚔回 貧困⑴ 高度成長の偏頗性
第⚕回 貧困⑵ 「先進国」化の裏面
第⚖回 貧困⑶ 非正規雇用の拡大
第⚗回 労働条件の劣悪
第⚘回 階級への再定位
第⚙回 労働者階級の再構成
第10回 労働組合運動⑴ 経緯と現状
第11回 労働組合運動⑵ 難点と課題
第12回 労働運動と市民運動
第13回 労働者と中産層との連帯
第14回 国際的連帯
第15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
適宜プリントを配付する。

○参 考 書
＊日本語書籍のみしるす。
徐仲錫『韓国現代史 60 年』明石書店，2008 年
金東椿『近代のかげ』青木書店，2005 年
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
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。

東アジア経済論特殊研究Ⅱ演習⚑
⚒単位 水 野 邦 彦

○授業の到達目標およびテーマ
韓国の階級構成変化と今日の不平等。
前近代朝鮮以来の階級観・身分観を概観し，その現状

を浮かびあがらせるとともに，今日の不平等を把握する。
○授業の概要

朝鮮の階級観ないし身分意識をふまえ，植民地近代お
よび米軍政のもとでの階級構成の変化を歴史的にたど
り，1997 年以降の階級両極化・不平等拡大を概説する。

○授 業 計 画
第⚑回 前近代朝鮮社会の階級意識
第⚒回 階級意識と儒教思想
第⚓回 解放前の階層論と階級論
第⚔回 米軍政期の階級構造
第⚕回 朝鮮戦争下の階級構造変化
第⚖回 1970 年代までの階級構造
第⚗回 開発独裁国家と階級構造再編
第⚘回 階級・階層にたいする関心の低下
第⚙回 階級の両極化
第10回 新自由主義下の不平等認識
第11回 所得の不平等
第12回 社会的不平等と階級論
第13回 ソウルにおける階級的・地域的不平等
第14回 金融危機と階級構成変化
第15回 階級と失業

○準備学習の内容
「東アジア経済論特殊研究Ⅱ」の参考書を読み，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 文 献

授業中に指示する。
○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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東アジア経済論特殊研究Ⅱ演習⚒
⚔単位 水 野 邦 彦

○授業の到達目標およびテーマ
現代韓国の階級と社会的不平等。
韓国資本主義社会における階級，および，IMF 危機以

降の階級変化と社会的不平等とについて，韓国の統計を
用いつつ，理論的に考察する。

○授業の概要
まず現代韓国の社会不平等にかんする理論的論議と

じっさいの様相とを概観し，その後，IMF 危機以降の不
平等をくわしく分析する。不平等は今日「両極化」とし
て現象しており，経済的両極化・社会文化的両極化・意
識的両極化をめぐって理論的考察をこころみる。

○授 業 計 画
第⚑回 マルクス主義の階級論
第⚒回 ウェーバーの階級論
第⚓回 両階級論の比較検討
第⚔回 あらたな階級論
第⚕回 社会不平等体系の変化
第⚖回 あらたな分析パラダイム
第⚗回 IMF 危機以前の階級構造
第⚘回 IMF 危機以前の階級意識
第⚙回 IMF 危機以降の階級構造概観
第10回 雪だるま型社会への移行
第11回 所得の両極化：所得分配
第12回 所得の両極化：貧困率推移
第13回 資産の両極化：土地とマンション
第14回 住居地の両極化
第15回 教育と職業の空間的分節
第16回 消費の両極化
第17回 「二重都市」と「江南特別区」
第18回 消費権力の登場
第19回 階層別消費様式
第20回 意識的両極化の要因
第21回 韓国的「平等主義」と楽観主義
第22回 意識的両極化⑴ 階層帰属意識
第23回 意識的両極化⑵ 社会的開放性
第24回 経済現象のあらたな枠組
第25回 新古典派経済学
第26回 成長論⑴ 成長の意味
第27回 成長論⑵ 成長の量的変因
第28回 成長論⑶ 成長の質的変因
第29回 あらたな社会統合の可能性
第30回 綜括

○準備学習の内容
「東アジア経済論特殊研究Ⅱ」の参考書を読み，ノート

をとりながら論点を整理しておく。
○テ キ ス ト

金文朝『韓国社会の両極化』2008 年〔韓国語〕
○参 考 文 献

授業中に指示する。
○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。

東アジア経済論特殊研究Ⅱ演習⚓
⚔単位 水 野 邦 彦

○授業の到達目標およびテーマ
現代韓国の労働と労働運動。
労働者の組合組織と闘争のありかたとを歴史的理論的

に考察する。とりわけ 1987 年以降の労働者闘争の経験
をふまえ，グローバル化経済下の労働組合のありかたを
模索する。

○授業の概要
韓国労働体制の変動について，1987 年～1997 年を中

心に仔細に検討する。具体的には，軍部独裁期労働体制，
民衆抗争と労働者大闘争，労使政委員会，整理解雇制導
入，社会的合意，労働運動の危機構造が焦点となる。必
要におうじて 1987 年以前の労働者のありかたをも参照
する。

○授 業 計 画
第⚑回 「1987 年労働政治体制」
第⚒回 労働改革と体制変動
第⚓回 労働者大闘争⑴ 闘争過程と展開の様相
第⚔回 労働者大闘争⑵ 闘争の性格
第⚕回 労働者大闘争⑶ 社会の民主化
第⚖回 労働者大闘争⑷ 社会運動への影響
第⚗回 抑圧的排除体制⑴ 歴史的展開
第⚘回 抑圧的排除体制⑵ 構造と矛盾
第⚙回 抑圧的排除体制⑶ 民主労働運動への影響
第10回 従属的新自由主義労働体制
第11回 体制変動と戦闘的労組主義
第12回 労働組合理論⑴ 社会的合意主義
第13回 労働組合理論⑵ 社会的組合主義
第14回 労働組合理論⑶ 民主労働運動の模索
第15回 労使政委員会⑴ 構造的環境的背景
第16回 労使政委員会⑵ 1997.11～1998.1
第17回 労使政委員会⑶ 1998.1～1998.2
第18回 労政合意と労働の抵抗：1998.2～6
第19回 労使政委員会⑷ 第⚒期
第20回 労使政委員会⑸ 限界と労働の撤収
第21回 労使政委員会⑹ 労働政治体制の変動
第22回 1987 年労働体制の構造とその改革
第23回 新自由主義とコーポラティズム
第24回 韓国のコーポラティズム経験
第25回 韓国における社会的合意主義の実験
第26回 社会的組合主義：運動路線の危機
第27回 金大中政府の労働政策の展開と過程
第28回 従属的新自由主義労働体制の形成
第29回 社会運動労組主義⑴ 歴史的背景
第30回 社会運動労組主義⑵ 概念と論争

○準備学習の内容
「東アジア経済論特殊研究Ⅱ」の参考書を読み，ノート

をとりながら論点を整理しておく。
○テ キ ス ト

盧重琦『韓国の労働体制と社会的合意』2008 年〔韓国語〕
○参 考 文 献

金東椿『韓国社会労働者研究』1995 年〔韓国語〕
○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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開発政策論特殊研究Ⅰ
⚒単位 早 尻 正 宏

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：現代の社会経済を形作る「多元的経済」に関

する理解を深めて，持続可能な地域発展に資
する開発政策の在り方を構想すること。

テ ー マ：多元的経済時代の先進諸国の開発政策に関す
る理論と実践。

○授業の概要
多元的経済の理論と展開事例，およびサードセクター

がイニシアチブをとる地域開発の実践を学ぶことを通し
て，持続可能な地域発展の在り方を展望する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 多元的経済の理論⑴ 全体の構図
第⚓回 多元的経済の理論⑵ 政府セクター
第⚔回 多元的経済の理論⑶ 市場セクター
第⚕回 多元的経済の理論⑷ サードセクター
第⚖回 多元的経済の展開事例⑴ イギリス
第⚗回 多元的経済の展開事例⑵ ニュージーランド
第⚘回 多元的経済の展開事例⑶ 日本
第⚙回 国土の形成⑴ イギリスのインナーシティ
第10回 持続可能な国土形成⑵ イギリスのカントリー

サイド
第11回 持続可能な国土形成⑶ 日本の農山村地域
第12回 地域開発と協同組合⑴ 山村再生を担う森林組

合
第13回 地域開発と協同組合⑵ 原発被災地の森林再生
第14回 政府セクターとサードセクターの相補関係
第15回 持続可能な地域発展に向けて

○準備学習の内容
あらかじめテキストに目を通して，論点を明確にして

おくこと。
○テ キ ス ト

早尻正宏・守友裕一編著『地域の再生と多元的経済：
イギリスのサードセクターと社会的企業に学ぶ』（北海
学園大学出版会，2021 年）

○参 考 書
授業中に随時提示する。

○学生に対する評価
報告の内容と討論への参加状況から総合的に判断す

る。
課題の評価の結果については個々に講評する。

開発政策論特殊研究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：条件不利地域政策に関する先行研究を確認し

て論点整理を行う。
テ ー マ：地域経済学，林業経済学，協同組合学の先行

研究のレビュー。
○授業の概要

地域経済学，林業経済学，協同組合学の理論を確認し
た上で，条件不利地域，特に山村政策に関する先行研究
の批判的検討を行う。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 地域経済学の先行研究⑴ 地域の捉え方
第⚓回 地域経済学の先行研究⑵ 地域経済の構造
第⚔回 林業経済学の先行研究⑴ 山村研究の視角
第⚕回 林業経済学の先行研究⑵ 森林・林業・山村問

題
第⚖回 協同組合学の先行研究⑴ 歴史と定義
第⚗回 協同組合学の先行研究⑵ 現代の展開
第⚘回 地域経済学・林業経済学・協同組合学の総合的

検討
第⚙回 ヨーロッパの山村政策の先行研究
第10回 イギリスの山村政策の先行研究
第11回 ニュージーランドの山村政策の先行研究
第12回 日本の山村政策の先行研究⑴ 過疎問題
第13回 日本の山村政策の先行研究⑵ 林業問題
第14回 日本の山村政策の先行研究⑶ 山村問題
第15回 人口の減少・偏在時代の山村政策

○準備学習の内容
あらかじめテキストに目を通して，論点を明確にして

おくこと。
○テ キ ス ト

なし。
○参 考 書

授業中に随時提示する。
○学生に対する評価

報告の内容と討論への参加状況から総合的に判断す
る。

課題の評価の結果については個々に講評する。
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開発政策論特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 早 尻 正 宏

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文のテーマの確認と論点整理を行う。

○授業の概要
博士論文のテーマを絞り込み，執筆計画を確定した上

で，先行研究のレビューと事例調査を実施して論点をま
とめる作業を行う。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 博士論文の構想の報告
第⚓回 博士論文の執筆計画の報告
第⚔回 博士論文の背景・目的・課題の検討
第⚕回 先行研究のレビュー⑴
第⚖回 先行研究のレビュー⑵
第⚗回 先行研究のレビュー⑶
第⚘回 先行研究のレビュー⑷
第⚙回 先行研究のレビュー⑸
第10回 博士論文の目次の検討
第11回 博士論文の事例調査の準備⑴
第12回 博士論文の事例調査の準備⑵
第13回 博士論文の事例調査の準備⑶
第14回 博士論文の事例調査の実施⑴
第15回 博士論文の事例調査の実施⑵
第16回 博士論文の事例調査の実施⑶
第17回 博士論文の事例調査のまとめ⑴
第18回 博士論文の事例調査のまとめ⑵
第19回 博士論文の背景・目的・課題の再検討
第20回 博士論文の目次の再検討
第21回 博士論文の理論部分の報告⑴
第22回 博士論文の理論部分の報告⑵
第23回 博士論文の理論部分の報告⑶
第24回 博士論文の実証部分の報告⑴
第25回 博士論文の実証部分の報告⑵
第26回 博士論文の実証部分の報告⑶
第27回 博士論文の理論部分と実証部分の整合性の検討

⑴
第28回 博士論文の理論部分と実証部分の整合性の検討

⑵
第29回 博士論文の執筆計画の再検討
第30回 博士論文の全体構成の確定

○準備学習の内容
博士論文の執筆計画に即して先行研究や調査内容のと

りまとめを着実に行い，各回の論点を明確にしておくこ
と。

○テ キ ス ト
なし。

○参 考 書
授業中に随時提示する。

○学生に対する評価
報告の内容と討論への参加状況から総合的に判断す

る。
課題の評価の結果については個々に講評する。

開発政策論特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 早 尻 正 宏

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文を作成する。

○授業の概要
前年度までの研究成果と博士課程演習⚑・⚒の学習内

容を踏まえて博士論文を完成させる。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス
第⚒回 博士論文の問題意識・研究課題の報告
第⚓回 博士論文の目次の再検討
第⚔回 博士論文の内容の検討⑴
第⚕回 博士論文の内容の検討⑵
第⚖回 博士論文の内容の検討⑶
第⚗回 博士論文の準備報告⑴
第⚘回 博士論文の準備報告⑵
第⚙回 博士論文の準備報告⑶
第10回 博士論文の準備報告⑷
第11回 博士論文の準備報告⑸
第12回 博士論文の準備報告⑹
第13回 博士論文の中間報告⑴
第14回 博士論文の目次・問題意識・研究課題の再検討
第15回 博士論文の執筆報告⑴
第16回 博士論文の執筆報告⑵
第17回 博士論文の執筆報告⑶
第18回 博士論文の執筆報告⑷
第19回 博士論文の執筆報告⑸
第20回 博士論文の執筆報告⑹
第21回 博士論文の中間報告⑵
第22回 先行研究の追加レビュー⑴
第23回 先行研究の追加レビュー⑵
第24回 博士論文の執筆報告⑺
第25回 博士論文の執筆報告⑻
第26回 博士論文の執筆報告⑼
第27回 博士論文の執筆報告⑽
第28回 博士論文の執筆報告⑾
第29回 博士論文の最終点検
第30回 博士論文の提出

○準備学習の内容
博士論文を執筆し，進捗状況を報告すること。

○テ キ ス ト
なし。

○参 考 書
授業中に随時提示する。

○学生に対する評価
報告の内容と討論への参加状況から総合的に判断す

る。
課題の評価の結果については個々に講評する。
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経済規制政策特殊研究Ⅰ
⚒単位 山 田 誠 治

○授業の到達目標及びテーマ
多様な資本主義論と地域主義・コミュニタリアンの理

論の比較検討
○授業の概要

21 世紀の日本的資本主義の特性理解のために，近代
化・個人主義をめぐる他の資本主義との比較，および，
拡張されている支配的な資本概念について分析検討し，
そのもとでのリージョナルや社会理論であるコミュニタ
リアンの経済について検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 現代資本主義とその多様性の理解⑴
第⚒回 現代資本主義とその多様性の理解⑵
第⚓回 現代資本主義とその多様性の理解⑶
第⚔回 情報資本主義の研究⑴
第⚕回 情報資本主義の研究⑵
第⚖回 情報資本主義の研究⑶
第⚗回 「消費資本主義」の研究⑴
第⚘回 「消費資本主義」の研究⑵
第⚙回 「消費資本主義」の研究⑶
第10回 文化資本の研究⑴
第11回 文化資本の研究⑵
第12回 文化資本の研究⑶
第13回 コミュニタリアンの研究⑴
第14回 コミュニタリアンの研究⑵
第15回 コミュニタリアンの研究⑶

○準備学習の内容
各講義ごとに，関心のあるテーマの文献について理解

することが目的なので，各テキストについて，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
その都度指定する。

○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。

経済規制政策特殊研究Ⅰ演習⚑
⚒単位 山 田 誠 治

○授業の到達目標及びテーマ
多様な資本主義論と規制・制度の個別事象からの検証

○授業の概要
日本的と言われる諸問題を理解するために，他の資本

主義における比較と，そのもとでの企業・労働・制度の
関係についての資本主義の理論にもとづく個別事象の関
係の検討から考察を深めていく。

○授 業 計 画
第⚑回 現代資本主義とその多様性と事例からの比較分

析⑴
第⚒回 現代資本主義とその多様性と事例からの比較分

析⑵
第⚓回 現代資本主義とその多様性と事例からの比較分

析⑶
第⚔回 現代資本主義とその多様性と事例からの比較分

析⑷
第⚕回 現代資本主義とその多様性と事例からの比較分

析⑸
第⚖回 現代資本主義とその多様性と事例からの比較分

析⑹
第⚗回 現代資本主義とその多様性と事例からの比較分

析⑺
第⚘回 現代資本主義とその多様性と事例からの比較分

析⑻
第⚙回 企業・労働・制度の事例とその関係の分析⑴
第10回 企業・労働・制度の事例とその関係の分析⑵
第11回 企業・労働・制度の事例とその関係の分析⑶
第12回 企業・労働・制度の事例とその関係の分析⑷
第13回 企業・労働・制度の事例とその関係の分析⑸
第14回 企業・労働・制度の事例とその関係の分析⑹
第15回 企業・労働・制度の事例とその関係の分析⑺

○準備学習の内容
個別事象についての検証が目的なので，各講義のテー

マについて，分析の基礎概念の理解を含めてくることと，
事例について考察を加え，論点を提示し，議論の準備を
すること。

○テ キ ス ト
その都度指定する。

○参 考 書
その都度指定する。

○学生に対する評価
各テーマでの理解度により評価。
課題の評価結果については個々に講評する。
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経済規制政策特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 山 田 誠 治

○授業の到達目標及びテーマ
多様な資本主義論と地域主義・コミュニタリアンの理

論と個別事象からの検証
○授業の概要

日本的と言われる諸問題を理解するために，21 世紀的
な諸現象との関係を意識しながら，地域にもとづく普遍
性をもった理論について，個別事象の比較検討から考察
を深めていく。

○授 業 計 画
第⚑回 情報資本主義の事例研究⑴
第⚒回 情報資本主義の事例研究⑵
第⚓回 情報資本主義の事例研究⑶
第⚔回 情報資本主義の事例研究⑷
第⚕回 情報資本主義の事例研究⑸
第⚖回 情報資本主義の事例研究⑹
第⚗回 情報資本主義の事例研究⑺
第⚘回 情報資本主義の事例研究⑻
第⚙回 消費資本主義の事例研究⑴
第10回 消費資本主義の事例研究⑵
第11回 消費資本主義の事例研究⑶
第12回 消費資本主義の事例研究⑷
第13回 消費資本主義の事例研究⑸
第14回 消費資本主義の事例研究⑹
第15回 消費資本主義の事例研究⑺
第16回 文化資本の事例研究⑴
第17回 文化資本の事例研究⑵
第18回 文化資本の事例研究⑶
第19回 文化資本の事例研究⑷
第20回 文化資本の事例研究⑸
第21回 文化資本の事例研究⑹
第22回 文化資本の事例研究⑺
第23回 コミュニタリアンの事例研究⑴
第24回 コミュニタリアンの事例研究⑵
第25回 コミュニタリアンの事例研究⑶
第26回 コミュニタリアンの事例研究⑷
第27回 コミュニタリアンの事例研究⑸
第28回 コミュニタリアンの事例研究⑹
第29回 コミュニタリアンの事例研究⑺
第30回 コミュニタリアンの事例研究⑻

○準備学習の内容
演習⚑で積み上げてきたテーマについて，さらに論点

を参加させたテーマについて，事例について考察を加え，
論点を提示し，議論の準備をすること。

○テ キ ス ト
その都度指定する。

○参 考 書
その都度指定する。

○学生に対する評価
課題の評価結果については個々に講評する。

経済規制政策特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 山 田 誠 治

○授業の到達目標及びテーマ
経済規制政策についての事例研究

○授業の概要
経済規制政策についての個別テーマからの事例研究

○授 業 計 画
第⚑回 事例研究分野についてのサーベイと資料収集⑴
第⚒回 事例研究分野についてのサーベイと資料収集⑵
第⚓回 事例研究分野についてのサーベイと資料収集⑶
第⚔回 事例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，博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
博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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経済規制政策特殊研究Ⅱ
⚒単位 上 園 昌 武

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：資源・エネルギーのリスクを解決するために，

求められる環境・エネルギーのあり方や政策
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・エネルギーのリスクが生じる社会・経済的背景

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態を検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 資源・エネルギーのリスク⑴ 気候変動問題
第⚓回 資源・エネルギーのリスク⑵ 原発問題
第⚔回 グリーン・エコノミー論
第⚕回 環境・エネルギー政策⑴ 日本
第⚖回 環境・エネルギー政策⑵ EU
第⚗回 環境・エネルギー政策⑶ ドイツ
第⚘回 再生可能エネルギー政策⑴ 理論
第⚙回 再生可能エネルギー政策⑵ 事例分析
第10回 省エネルギー政策⑴ 理論
第11回 省エネルギー政策⑵ 事例分析
第12回 エネルギー自立地域づくり⑴ 農山村の取り組

み
第13回 エネルギー自立地域づくり⑵ 都市部の取り組

み
第14回 エネルギー自立地域づくり⑶ 中間支援組織の

役割
第15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
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
滝川薫他（2012）『欧州のエネルギー自立地域』学芸出

版
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

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。

経済規制政策特殊研究Ⅱ演習⚑
⚒単位 上 園 昌 武

○授業の到達目標及びテーマ
到達目標：環境・エネルギー政策に関する先行研究を確

認して論点整理を行う。
テ ー マ：エネルギー経済学や環境エネルギー政策の先

行研究サーベイ
○授業の概要

エネルギー経済学の理論や国内外の環境・エネルギー
政策の実態について先行研究をサーベイし，研究の到達
点と残された課題を把握する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 エネルギー経済学の先行研究⑴
第⚓回 エネルギー経済学の先行研究⑵
第⚔回 日本の環境・エネルギー政策の先行研究⑴
第⚕回 日本の環境・エネルギー政策の先行研究⑵
第⚖回 EU 諸国の環境・エネルギー政策の先行研究⑴
第⚗回 EU 諸国の環境・エネルギー政策の先行研究⑵
第⚘回 EU 諸国の環境・エネルギー政策の先行研究⑶
第⚙回 EU 諸国の環境・エネルギー政策の先行研究⑷
第10回 米国の環境・エネルギー政策の先行研究⑴
第11回 米国の環境・エネルギー政策の先行研究⑵
第12回 再生可能エネルギー政策の先行研究⑴
第13回 再生可能エネルギー政策の先行研究⑵
第14回 省エネルギー政策の先行研究⑴
第15回 省エネルギー政策の先行研究⑵

○準備学習の内容
エネルギー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

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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経済規制政策特殊研究Ⅱ演習⚒
⚔単位 上 園 昌 武

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文作成に向けたテーマ確認と論点整理を行う。

○授業の概要
博士論文のテーマを絞りながら，論点整理と目次構成

の作成に取り組む。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス
第⚒回 博士論文作成に向けた研究計画の報告
第⚓回 先行研究のサーベイ⑴
第⚔回 先行研究のサーベイ⑵
第⚕回 先行研究サーベイ結果のとりまとめ
第⚖回 先行研究の再整理⑴
第⚗回 先行研究の再整理⑵
第⚘回 博士論文の研究目的と課題の報告
第⚙回 博士論文の事例調査の検討⑴
第10回 博士論文の事例調査の検討⑵
第11回 博士論文の事例調査の検討⑶
第12回 博士論文の事例調査の準備⑴
第13回 博士論文の事例調査の準備⑵
第14回 博士論文の事例調査の準備⑶
第15回 博士論文の事例調査の実施⑷
第16回 博士論文の事例調査結果の分析と整理⑴
第17回 博士論文の事例調査結果の分析と整理⑵
第18回 先行研究のサーベイと再整理⑴
第19回 先行研究のサーベイと再整理⑵
第20回 博士論文の論点整理⑴
第21回 博士論文の論点整理⑵
第22回 博士論文の章構成の検討⑴
第23回 博士論文の章構成の検討⑵
第24回 博士論文の章構成の検討⑶
第25回 博士論文の章構成の検討⑷
第26回 博士論文の序章の執筆⑴
第27回 博士論文の序章の執筆⑵
第28回 博士論文の内容の検討⑴
第29回 博士論文の内容の検討⑵
第30回 博士論文の内容の検討⑶

○準備学習の内容
博士論文執筆に向けた先行研究のサーベイに取り組

み，論点整理をまとめること。
○テ キ ス ト

とくになし。
○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。

経済規制政策特殊研究Ⅱ演習⚓
⚔単位 上 園 昌 武

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文を作成する。

○授業の概要
博士課程演習⚑・演習⚒の学習内容を踏まえ，より深

みのある博士論文を仕上げる。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス
第⚒回 博士論文の問題意識と研究課題の報告
第⚓回 博士論文の目次構成の再検討
第⚔回 博士論文の内容の検討⑴
第⚕回 博士論文の内容の検討⑵
第⚖回 博士論文の内容の検討⑶
第⚗回 博士論文の準備報告⑴
第⚘回 博士論文の準備報告⑵
第⚙回 博士論文の準備報告⑶
第10回 博士論文の準備報告⑷
第11回 博士論文の準備報告⑸
第12回 博士論文の準備報告⑹
第13回 博士論文の準備報告⑺
第14回 博士論文の準備報告⑻
第15回 博士論文の目次構成の再検討と今後の確認
第16回 先行研究のサーベイと再整理⑴
第17回 先行研究のサーベイと再整理⑵
第18回 博士論文の執筆報告⑴
第19回 博士論文の執筆報告⑵
第20回 博士論文の執筆報告⑶
第21回 博士論文の執筆報告⑷
第22回 博士論文の中間報告
第23回 博士論文の執筆報告⑸
第24回 博士論文の執筆報告⑹
第25回 博士論文の執筆報告⑺
第26回 博士論文の執筆報告⑻
第27回 博士論文の執筆報告⑼
第28回 博士論文の執筆報告⑽
第29回 博士論文の最終点検
第30回 博士論文の提出

○準備学習の内容
博士論文を執筆し，進捗状況について報告すること。

○テ キ ス ト
とくになし。

○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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環境政策特殊研究Ⅰ
（旧 経済規制政策特殊研究Ⅲ）
⚒単位 古 林 英 一

○授業の到達目標及びテーマ
廃棄物・リサイクル的観点のみならず，エネルギー資

源としての有機物に着目し，その社会経済的循環をテー
マとし，有機物循環の意義と制度設計を理解することを
到達目標とする。

○授業の概要
テキストの内容に沿って論点を提示し，受講者との議

論を通じて理解を深める。
○授 業 計 画

第⚑回 テキストの概要紹介
第⚒回 有機物循環の現状と課題⑴
第⚓回 有機物循環の現状と課題⑵
第⚔回 有機物循環の評価体系⑴
第⚕回 有機物循環の評価体系⑵
第⚖回 有機物循環の評価体系⑶
第⚗回 有機物循環への取組み⑴
第⚘回 有機物循環への取組み⑵
第⚙回 有機物循環への取組み⑶
第10回 食生活と食品系廃棄物⑴
第11回 食生活と食品系廃棄物⑵
第12回 農産物の流通・販売システムの環境負荷⑴
第13回 農産物の流通・販売システムの環境負荷⑵
第14回 有機物循環農産物の社会的便益と消費者行動
第15回 持続可能な社会と有機物循環構築におけるガバ

ナンス形成
○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
植田・高月・楠部・新山編『有機物循環論』（2012 年，

京都昭和堂，3,500 円＋税）
○参 考 書

講義時に随時指示する。
○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。

環境政策特殊研究Ⅰ演習⚑
⚒単位 古 林 英 一

○授業の到達目標及びテーマ
食品生産・流通にともなって発生する廃棄物の処理と

リサイクルをテーマとして，廃棄物処理とリサイクルに
関する現代的課題をついて理解することを目標とする。

○授業の概要
農林水産物の生産からはじまり最終消費に至る食品の

生産・流通・消費の各過程において，残滓の発生は不可
避である。食品リサイクルを論じた先行研究をとりあげ
その論点および内容を詳細に検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 食品産業における廃棄物問題
第⚒回 食品残滓の特性とその利用
第⚓回 農業の廃棄物問題
第⚔回 畜産業における廃棄物問題
第⚕回 家畜排泄物適正処理法⚑（法制度の概要）
第⚖回 家畜排泄物適正処理法⚒（実態と問題点）
第⚗回 漁業系廃棄物の処理実態と問題点
第⚘回 食品加工業における廃棄物問題
第⚙回 食品リサイクル法の制定過程
第10回 食品流通業における廃棄物問題
第11回 食品リサイクル法の概要
第12回 食品リサイクル制度⚑（法制度の概要）
第13回 食品リサイクル制度⚒（法施行後の経過）
第14回 食品リサイクル制度⚓（実態と問題点）
第15回 食品リサイクルの課題と展望

○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

特になし
○参 考 書

特になし
○学生に対する評価

講義中随時課すレポート試験の成績に基づき評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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環境政策特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 古 林 英 一

○授業の到達目標及びテーマ
廃棄物の処理とリサイクルをテーマとして，廃棄物処

理とリサイクルに関する現代的課題をついて理解するこ
とを目標とする。

○授業の概要
個別リサイクル法に規定されたそれぞれのリサイクル

システムの現状と問題点について論じた先行研究をとり
あげその論点および内容を詳細に検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 建設リサイクル制度⑴
第⚒回 建設リサイクル制度⑵
第⚓回 建設リサイクル制度⑶
第⚔回 建設リサイクル制度⑷
第⚕回 建設リサイクル制度⑸
第⚖回 家電リサイクル制度⑴
第⚗回 家電リサイクル制度⑵
第⚘回 家電リサイクル制度⑶
第⚙回 家電リサイクル制度⑷
第10回 家電リサイクル制度⑸
第11回 小型家電リサイクル制度⑴
第12回 小型家電リサイクル制度⑵
第13回 小型家電リサイクル制度⑶
第14回 小型家電リサイクル制度⑷
第15回 小型家電リサイクル制度⑸
第16回 自動車リサイクル制度⑴
第17回 自動車リサイクル制度⑵
第18回 自動車リサイクル制度⑶
第19回 自動車リサイクル制度⑷
第20回 自動車リサイクル制度⑸
第21回 容器包装リサイクル法⑴
第22回 容器包装リサイクル法⑵
第23回 容器包装リサイクル法⑶
第24回 容器包装リサイクル法⑷
第25回 容器包装リサイクル法⑸
第26回 容器包装リサイクル法⑹
第27回 食品リサイクル法⑴
第28回 食品リサイクル法⑵
第29回 食品リサイクル法⑶
第30回 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

特になし
○参 考 書

特になし
○学生に対する評価

講義中随時課すレポート試験の成績に基づき評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

環境政策特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 古 林 英 一

○授業の到達目標及びテーマ
廃棄物行政の史的展開を検討し，今後のあるべき廃棄

物行政の方向を考えることを目標とする。
○授業の概要

廃棄物行政の現状と問題点について論じた先行研究を
とりあげその論点および内容を詳細に検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 近世以前の廃棄物行政⑴
第⚒回 近世以前の廃棄物行政⑵
第⚓回 汚物掃除法以前の廃棄物行政⑴
第⚔回 汚物掃除法以前の廃棄物行政⑵
第⚕回 汚物掃除法の成立過程⑴
第⚖回 汚物掃除法の成立過程⑵
第⚗回 汚物掃除法の意義と限界⑴
第⚘回 汚物掃除法の意義と限界⑵
第⚙回 廃棄物処理の技術的展開⑴
第10回 廃棄物処理の技術的展開⑵
第11回 廃棄物処理の技術的展開⑶
第12回 清掃法の成立過程⑴
第13回 清掃法の成立過程⑵
第14回 廃掃法の成立過程⑴
第15回 廃掃法の成立過程⑵
第16回 廃掃法の成立過程⑶
第17回 高度経済成長期のごみ問題⑴
第18回 高度経済成長期のごみ問題⑵
第19回 高度経済成長期のごみ問題⑶
第20回 廃掃法の改正過程⑴
第21回 廃掃法の改正過程⑵
第22回 リサイクル行政と廃棄物処理制度⑴
第23回 リサイクル行政と廃棄物処理制度⑵
第24回 リサイクル行政と廃棄物処理制度⑶
第25回 廃棄物処理制度の問題点⑴
第26回 廃棄物処理制度の問題点⑵
第27回 廃棄物処理制度の問題点⑶
第28回 廃棄物行政の展開方向⑴
第29回 廃棄物行政の展開方向⑵
第30回 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

特になし
○参 考 書

特になし
○学生に対する評価

講義中随時課すレポート試験の成績に基づき評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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環境政策特殊研究Ⅱ
（2013 年度以降入学生のみ）
⚒単位 浅 妻 裕

○授業の到達目標及びテーマ
テ ー マ：環境政策のポリシー・ミックス
到達目標：環境政策のポリシー・ミックス論の意義と課

題を理解すること
○授業の概要

環境政策のポリシー・ミックス（複数政策手段の組み
合わせ）論の構築に向けてその理論的・実証的研究の成
果を紹介し，そのフロンティアを明らかにする

○授 業 計 画
第⚑回 環境政策におけるポリシー・ミックス分析の意

義
第⚒回 地球温暖化対策とポリシー・ミックス⑴ 国内

排出量取引
第⚓回 地球温暖化対策とポリシー・ミックス⑵ 国際

排出量取引
第⚔回 環境補助金とポリシー・ミックスの政治経済学
第⚕回 日本の温室効果ガス排出削減対策の課題
第⚖回 重層的ガバナンスと政策変化─ドイツの排出

量取引─
第⚗回 複数政策と排出量取引の効率性
第⚘回 環境政策手段の選択と技術革新
第⚙回 再生可能エネルギー政策評価論
第10回 スウェーデンにおける環境保全投資助成プログ

ラム
第11回 産業廃棄物税を中心としたポリシー・ミックス
第12回 流域ガバナンスと水源環境保全
第13回 森林・水源環境税の政策手段分析
第14回 森林環境政策の政府間機能分配論とポリシー・

ミックス
第15回 ポリシー・ミックス分析の発展に向けて

○準備学習の内容
特にポリシーミックスが重要になるのが温室効果ガス

排出削減対策である。これまで国内，あるいは海外でど
のような政策が実施されてきたのを把握したうえで受講
すること。

○テ キ ス ト
事前には特に指定しない

○参 考 書
諸富徹編著（2009）『環境政策のポリシー・ミックス』

ミネルヴァ書房 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。

環境政策特殊研究Ⅱ演習⚑
⚒単位 浅 妻 裕

○授業の到達目標及びテーマ
テ ー マ：自動車リサイクルを素材とした環境経済・政

策論研究
到達目標：自動車リサイクルに関わる産業の現状を把握

し，環境経済・政策論へのインプリケーショ
ンを見出すこと

○授業の概要
自動車リサイクル産業を多面的に検討し，環境・経済

政策論の理論的枠組みとの関連を考察する。
○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 自動車リサイクル産業の歴史
第⚓回 自動車リサイクル産業を構成する諸過程
第⚔回 自動車リサイクル産業の組織化
第⚕回 自動車リサイクル産業の技術
第⚖回 自動車リサイクル産業とメーカーの関係
第⚗回 自動車リサイクル産業の競争と淘汰
第⚘回 自動車静脈産業に関する法・制度⑴ 廃棄物処

理政策
第⚙回 自動車静脈産業に関する法・制度⑵ 再資源化

政策
第10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11回 中古車の越境移動問題
第12回 海外の自動車リサイクルの現状
第13回 海外の自動車リサイクルと国際環境協力の課題
第14回 自動車リサイクルの高付加価値化と資源政策の

関連
第15回 講義のまとめ

○準備学習の内容
自動車のみならず，他の財の廃棄・リサイクルについ

ても現状や課題を把握したうえで受講すること。いわゆ
る静脈産業の中での自動車関連産業の特殊性を把握する
必要があるため。

○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。
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環境政策特殊研究Ⅱ演習⚒
⚔単位 浅 妻 裕

○授業の到達目標及びテーマ
テ ー マ：持続可能な発展とは何か
到達目標：参考文献を読破し理解すること

○授業の概要
地球規模での環境問題の深刻化とともに，西欧型近代

化の是非や豊かさを問う概念として「持続可能な発展」
が提起され，周知されてきた。従来の開発形態や発展パ
ターンを理念化したものといえよう。この理念に関わる
学説や環境問題の現場に関する諸論文を読み，この理念
について検討する。

○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 東西冷戦の終焉と環境安全保障
第⚓回 オゾン層はどこまで守られているか
第⚔回 地球環境に関する条約
第⚕回 地球環境の統合評価
第⚖回 京都議定書
第⚗回 環境の場におけるアクター
第⚘回 持続的発展と国際環境政策
第⚙回 国際分業を通じた資源と環境の収奪
第10回 エビ養殖・輸入とアジアの環境破壊
第11回 行き先のない強制移住 ナルマダ渓谷ダム計画
第12回 カナダ先住民の生活と水銀汚染によるその破壊
第13回 フィリピンにおける公害被害の階層構造
第14回 中国における人口流動と都市
第15回 GNP 指標と公害・環境問題
第16回 貧しさと豊かさ
第17回 内発的発展論の系譜
第18回 生態学的安全を問う
第19回 テクノロジー・環境・世代間の公平
第20回 予防原則の歴史と現代的意義
第21回 環境リスクの制御
第22回 情報化時代の環境市民運動
第23回 バルディーズ原則
第24回 環境会計と環境監査
第25回 二つの環境会計
第26回 グリーン電力制度の展開
第27回 定常状態の経済
第28回 持続可能な発展に向けて
第29回 「持続可能な発展論」の現状と課題
第30回 講義のまとめ

○準備学習の内容
環境問題にかかわる古典的文献（レイチェルカーソン

「沈黙の春」など）数冊を読んだうえで受講すること。
○テ キ ス ト

淡路剛久他編（2006）『持続可能な発展（リーディング
ス環境⚕）』有斐閣

○参 考 書
特に指定しない

○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。

環境政策特殊研究Ⅱ演習⚓
⚔単位 浅 妻 裕

○授業の到達目標及びテーマ
テ ー マ：アジアの環境問題と環境政策
到達目標：アジア環境白書シリーズを読破し，論文執筆

に活用する
○授業の概要

日本がかつて経験した様々な環境問題がアジアで起
こっている。それは日本と同様である場合もあれば，そ
の範囲や規模において日本の経験とは比較にならないほ
ど深刻なものもある。また国境を越えた環境問題も発生
している。本講義では，「アジア環境白書」を参照しなが
らこれらの問題を紹介し，日本とアジア諸国の環境協力
の可能性を展望する。

○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 圧縮型工業化と爆発的都市化
第⚓回 加速するモータリゼーション
第⚔回 広がる環境汚染と健康被害
第⚕回 問われる生物多様性の保全と利用
第⚖回 問われるエネルギー政策の選択
第⚗回 進む鉱山開発と繰り返される鉱害
第⚘回 さまよう廃棄物
第⚙回 海洋環境の破壊と保全
第10回 環境と地方自治
第11回 軍事と環境問題 平和と環境保全の世紀を目指

して
第12回 環境と貿易 環境保全につながる貿易に向けて
第13回 農業・食料と環境 持続可能な農業の発展
第14回 森林と水田の生物多様性
第15回 環日本海における環境協力型地域構築への現状

と課題
第16回 環境社会配慮と環境 ODA はどこまで進んだか
第17回 公害被害者の救済を目指して交通政策①世界的

なモータリゼーションの進展
第18回 急がれる e-waste の適正処理
第19回 政府主導型環境政策からの転換
第20回 進化する環境政策と NGO の役割
第21回 各国編⑴ 日本
第22回 各国編⑵ 中国
第23回 各国編⑶ ロシア極東
第24回 各国編⑷ 韓国・北朝鮮
第25回 各国編⑸ タイ・マレーシア・インドネシア
第26回 博士論文の検討 テーマ設定
第27回 博士論文の検討 研究方法の検討
第28回 博士論文の検討 文献研究成果発表
第29回 博士論文の検討 現地調査成果発表
第30回 講義のまとめ

○準備学習の内容
現在，日本は多くの国との間で「国際環境協力」とい

える取り組みを行っている。この動向をフォローし，そ
の課題について考察した上で受講すること。

○テ キ ス ト
日本環境会議ほか編『アジア環境白書』東洋経済新報

社（各年版）
○参 考 書

特に指定しない
○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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農村再編政策特殊研究Ⅰ
⚒単位 宮 入 隆

○授業の到達目標及びテーマ
北海道農業の発展論理を文献資料から読み解き，とく

に稲作・畑作・酪農・園芸作の主要な地帯構成別にみた
道内の地域農業の課題を理解することに重点を置く。

○授業の概要
基本文献として『新北海道農業発達史』（2013 年）およ

び『北海道農業発達史上下巻』（1963 年）を用いて，明治
近代化以降の北海道農業の発展の歴史を学ぶとともに，
各地帯別に現段階の到達点を明らかにし，今後の課題に
ついて考察していく。

○授 業 計 画
第⚑回 授業ガイダンス
第⚒回 北海道農業論の分析視角
第⚓回 北海道農業の地帯構成の基本理解
第⚔回 北海道稲作の発達史①（戦前期）
第⚕回 北海道稲作の発達史②（戦後－高度経済成長）
第⚖回 北海道稲作の発達史③（生産調整以後の展開）
第⚗回 大規模畑作農業の発達史①（戦前段階）
第⚘回 大規模畑作農業の発達史②（戦後・輪作体系の

確立）
第⚙回 大規模畑作農業の発達史③（グローバル期）
第10回 酪農経営の発達史①（戦前・戦後開拓期）
第11回 酪農経営の発達史②（酪農専業経営の形成）
第12回 酪農経営の発達史③（大規模化の進展と課題）
第13回 北海道における野菜生産の発展と産地形成
第14回 北海道における果樹農業の展開
第15回 総括

○準備学習の内容
テキストを事前に熟読することはもちろん，参考書の

ほか，統計資料も必要に応じて収集・確認すること。
○テ キ ス ト

北海道農業ベクトル研究会編著『新北海道農業発達史』
地域農業研究所，2013 年。

○参 考 書
北海道立総合経済研究所編『北海道農業発達史 上下

巻』道総研，1963 年。
農政史研究会編『戦後北海道農政史』農文協，1976 年。
岩崎徹・牛山敬二編著『北海道農業の地帯構成と構造

変動』北海道大学出版会，2006 年。
○学生に対する評価

授業テーマの理解度（50％）および参加態度（50％）
に応じて評価する。

課題の評価結果については個々に講評する。

農村再編政策特殊研究Ⅰ演習⚑
⚒単位 宮 入 隆

○授業の到達目標及びテーマ
論文サーヴェイを通じて，論文執筆に向けた準備を行

う。
○授業の概要

北海道の農業問題に関する各論点に応じて論文・文献
資料等の収集と批判的検討を行い，それを通じて北海道
の農業問題への理解を深めるとともに，サーヴェイ能力
を高め，自身の研究課題を明確化していく。

○授 業 計 画
第⚑回 授業ガイダンス
第⚒回 北海道農業論の形成と展開
第⚓回 戦後北海道農業論の発展史
第⚔回 農民層分解論
第⚕回 農村社会構造論
第⚖回 北海道の農民運動史
第⚗回 農業団体論（とくに戦前期）
第⚘回 農協論
第⚙回 主産地形成論（産地形成－共販論）
第10回 農産物市場論
第11回 農業生産力論
第12回 農地問題
第13回 労働力市場問題
第14回 北海道農業の構造変動
第15回 総括

○準備学習の内容
各回に設定したテーマに沿って，基本文献を検索・収

集してリストを作成していく。受講者の研究テーマに近
いものについては，解題を事前に作成してもらう。

○テ キ ス ト
各回のテーマに関連して，基本文献リストを提示する。

○参 考 書
湯沢誠編著『北海道農業論』日本経済評論社，1984 年。
牛山敬二・七戸長生編著『経済構造調整下の北海道農

業』北海道大学図書刊行会，1991 年。
○学生に対する評価

報告レジュメの作成内容（50％）および参加態度（50％）
に応じて評価する。

課題の評価結果については個々に講評する。
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農村再編政策特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 宮 入 隆

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文作成のために，研究課題を決定し，調査・分

析方法について検討を行う。また，調査結果に基づいて
論文作成を進めていく。

○授業の概要
前期（15 回）には，主に先行研究のサーヴェイから自

身の研究課題を確定し，統計資料分析と調査設計を行う。
後期（15 回）は，夏季休暇期間の実態調査報告と論文構
成の検討を中心に行う。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス（年次計画確認）
第⚒回 研究計画報告（研究目的・方法案）
第⚓回 先行研究のサーヴェイ報告①
第⚔回 先行研究のサーヴェイ報告②
第⚕回 先行研究サーヴェイ結果のとりまとめ（論点確

認）
第⚖回 統計資料分析①（資料収集結果報告）
第⚗回 統計資料分析②（分析結果報告①）
第⚘回 統計資料分析③（分析結果報告②）
第⚙回 調査計画の検討①（調査方法検討）
第10回 調査計画の検討②（事例検討）
第11回 調査内容の検討①（実態調査の内容検討）
第12回 調査内容の検討②（調査票の作成）
第13回 論文序章および目次構成案の検討①
第14回 論文序章および目次構成案の検討②
第15回 夏季調査・研究計画

─夏季休暇期間は調査・資料収集を実施─
第16回 調査報告①（実施内容報告）
第17回 調査報告②（調査結果分析）
第18回 調査報告③（追加調査検討）
第19回 追加調査の計画策定①（方法検討）
第20回 追加調査の計画策定②（内容検討）
第21回 事例分析の取りまとめ①（分析内容）
第22回 事例分析の取りまとめ②（考察結果）
第23回 統計資料分析結果の報告④（追加分析結果）
第24回 統計資料分析結果の報告⑤（分析内容修正）
第25回 先行研究サーヴェイの再整理
第26回 研究テーマの再検討・確認
第27回 論文序章の再検討①
第28回 論文序章の再検討②
第29回 論文構成に関する検討
第30回 目次構成案の確定

○準備学習の内容
毎回，進捗状況を報告する必要があるので，統計資料

や調査内容のとりまとめを着実に進めておくこと。
○テ キ ス ト

研究テーマに応じて論文や資料等を提示する。
○参 考 書

研究テーマと進捗状況に応じて提示する。
○学生に対する評価

論文作成の進捗状況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。

農村再編政策特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 宮 入 隆

○授業の到達目標及びテーマ
前年度までの研究成果を踏まえて，さらに調査・分析

を進めることで博士論文を完成させる。
○授業の概要

博士論文の作成にかかる調査分析や文献資料の整理の
ほか，論理構成の検討を行いながら，論文を仕上げてい
く。また，農業経済関連の学会や研究会での報告準備も
行う。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス（年次計画確認）
第⚒回 研究計画の報告（進捗状況報告）
第⚓回 調査方法・内容の検討
第⚔回 博士論文構想の報告①（背景と目的）
第⚕回 博士論文構想の報告②（先行研究）
第⚖回 博士論文構想の報告③（目次構成）
第⚗回 調査実施計画の検討
第⚘回 統計資料分析①
第⚙回 統計資料分析②
第10回 統計資料分析③
第11回 前期調査報告①
第12回 前期調査報告②
第13回 追加調査の検討①
第14回 追加調査の検討②
第15回 夏季調査・研究計画

─夏季休暇期間は調査・分析を進める─
第16回 夏季調査報告①
第17回 夏季調査報告②
第18回 事例分析の取りまとめ①（分析内容）
第19回 事例分析の取りまとめ②（考察結果）
第20回 論文「序章」および「目次構成」の再検討①
第21回 論文「序章」および「目次構成」の再検討②
第22回 博士論文の内容検討①（統計分析検討①）
第23回 博士論文の内容検討②（統計分析検討②）
第24回 博士論文の内容検討③（実態分析検討①）
第25回 博士論文の内容検討④（実態分析検討②）
第26回 博士論文の内容検討⑤（論旨の再確認）
第27回 博士論文「終章総括」部分の検討①（初稿提示）
第28回 博士論文「終章総括」部分の検討②（修正版）
第29回 博士論文のプレ最終報告（論文全体検討）
第30回 博士論文の最終報告

○準備学習の内容
毎回，進捗状況を報告する必要があるので，統計資料

や調査内容のとりまとめを着実に進めておくこと。
○テ キ ス ト

研究テーマに応じて論文や資料等を提示する。
○参 考 書

研究テーマと進捗状況に応じて提示する。
○学生に対する評価

博士論文の内容で評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。

─ 107 ─

博
士
(後
期
)課
程



協同組合組織論特殊研究
⚒単位 佐 藤 信

○授業の到達目標及びテーマ
協同組合組織・事業の展開過程

○授業の概要
資本制経済の変化に伴って協同組合組織は，地域に依

拠しつつ生成・発展・再編を繰り返し，その性格を様々
に変容させてきた。また協同組合は，社会的企業や社会
的経済などの枠組みの中で位置づけられてもいる。この
講義では，協同組合の現代的性格を，代表的なテキスト
を通じて明らかにすることを課題とする。

○授 業 計 画
第⚑回 講義ガイダンス（テキストについて）
第⚒回 第⚑章「社会的混合システムと〈生の充足〉」
第⚓回 第⚒章「市場統合と社会統合」
第⚔回 第⚓章「地域経済自立化への条件」第⚑節「地

域経済研究の動向」
第⚕回 第⚓章「地域経済自立化の条件」第⚒～⚓節「地

域経済の実態分析」他
第⚖回 第⚔章「社会的企業の発見と「第三の道」」
第⚗回 第⚕章「社会的企業のダイナミズム」
第⚘回 第⚖章「「社会的排除との闘い」と非営利・協同

事業」
第⚙回 第⚗章「フランスにおける社会的経済セクター」
第10回 第⚘章「社会的経済と企業の社会的責任」第⚑

節「日本における CSR 理解の特質」他
第11回 第⚘章「社会的経済と企業の社会的責任」第⚒

～⚓節「一般企業と社会的企業の CSR 評価」他
第12回 第⚙章「イギリスと日本の共済事業」
第13回 第 10 章「地域内発的アグリビジネスと社会的

企業」第⚑節「地域内発的アグリビジネス」
第14回 第 10 章「地域内発的アグリビジネスと社会的

企業」第⚒～⚔節「事業主体としての第三セク
ター」他

第15回 テキストのまとめ
○準備学習の内容

講義中に紹介する文献・資料は事前・事後に読んでお
くこと。

○テ キ ス ト
中川雄一郎他編『非営利・協同システムの展開』日本

経済評論社，2008 年
○参 考 書

佐藤信『明日の協同を担うのは誰か』日本経済評論社，
2014 年

基礎科学研究所編『未来社会を展望する』大月書店，
2010 年

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

○学生に対する評価
テキストの理解程度および講義への参加状況（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研究演習⚑
⚒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博士論文

テーマの検討
○授業の概要

本演習では，テキスト学習とともに，博士課程におけ
る研究テーマの確定，そのための研究方法，日常の学習
等の基本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 博士課程における学習・研究内容について
第⚓回 修士論文の報告（学会誌投稿の検討）
第⚔回 学会誌『協同組合研究』を通した研究動向の検

討
第⚕回 研究誌『生活協同組合研究』を通した研究動向

の検討
第⚖回 学会誌『農業市場研究』を通した研究動向の検

討
第⚗回 学会誌『農業経済研究』を通した研究動向の検

討
第⚘回 研究誌『にじ』の内容検討
第⚙回 最近の学会動向について
第10回 研究誌『協同の発見』の内容検討
第11回 研究構想の報告
第12回 学会誌『フロンティア農業経済研究』を通した

研究動向の検討
第13回 博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 その他の学会誌，研究誌の内容検討
第15回 一学期のまとめ

○準備学習の内容
定期的に研究の進捗状況を確認するので，準備を怠ら

ないようにすること。
○テ キ ス ト

特に使用しない
○参 考 書

佐藤信『明日の協同を担うのは誰か』日本経済評論社，
2014 年

○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。
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協同組合組織論特殊研究演習⚒
⚔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博士論文

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，博士課程におけ
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 博士課程における学習・研究内容について
第⚓回 最近の学会動向について
第⚔回 テキスト『未来社会を展望する』について
第⚕回 「はじめに」
第⚖回 第⚑章「アソシエートした諸個人の生成と発達」
第⚗回 第⚒章「未来社会の条件としての普遍的人間の

形成」
第⚘回 第⚓章「世界市場のなかでの人間の発達」
第⚙回 第⚔章「マルクスと非営利協同セクター」第⚑

～⚒節「マルクスの協同組合論」他
第10回 第⚔章「マルクスと非営利協同セクター」第⚓

節「パリ・コミューンでのマルクスの教訓」
第11回 第⚕章「未来社会と人間発達のための民間非営

利組織」
第12回 第⚖章「企業形態論からみた協同組合と株式会

社」
第13回 博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「中国における自主連合労働経済制度の

実験」
第15回 一学期のまとめ
第16回 二学期ガイダンス（博士論文のテーマ確定手順

について）
第17回 第⚘章「マルクス株式会社論における人格性の

陶冶」第⚑節「資本のシステムにおける人格性
の陶冶とはなにか」他

第18回 博士論文テーマの報告
第19回 博士論文テーマの確定
第20回 第⚘章「マルクス株式会社論における人格性の

陶冶」第⚕節「株式会社に関する『資本論』の
問題設定はなにか」他

第21回 第⚙章「市場をつうじた社会主義と「株式会社」
の役割」

第22回 第 10 章「未来社会論における株式会社の現状
と可能性」

第23回 終章第⚑～⚒節「企業内賃金カーブの問題につ
いて」「人間発達論としての未来社会論」

第24回 終章第⚓～⚔節「封建制が必要とする人間像」
「資本主義が必要とする人間像」

第25回 終章第⚕～⚖節「「資本主義的人間」の形成を課
題とした中国」「「資本主義的人間を乗り越える
ということ」

第26回 テキストのまとめ
第27回 博士論文テーマの中間報告（目次構成案）
第28回 博士論文テーマの関連文献報告（学会誌）
第29回 博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

定期的に研究の進捗状況を確認するので，準備を怠ら
ないようにすること。

○テ キ ス ト
基礎科学研究所編『未来社会を展望する』大月書店，

2010 年
○参 考 書

佐藤信『明日の協同を担うのは誰か』日本経済評論社，
2014 年

○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研究演習⚓
⚔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博士論文

の完成
○授業の概要

本演習では，博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
第⚒回 博士論文の中間報告（その⚑ 目次構成案と課

題設定に関して）
第⚓回 博士論文の中間報告（その⚒ 論文の目次に関

して）
第⚔回 関連論文の報告（関連学会誌）
第⚕回 関連論文の報告（単行本等）
第⚖回 博士論文の中間報告（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⚒ 協同組合をとりまく

諸機関の動向について）
第11回 博士論文の一部提出（⚑章部分）
第12回 提出論文へのコメント
第13回 博士論文の一部提出（前回の続き部分）
第14回 提出論文へのコメント
第15回 ⚑学期のまとめ
第16回 ⚒学期ガイダンス（スケジュールの確認）
第17回 提出論文の一部提出（残りの部分）
第18回 提出論文へのコメント
第19回 研究状況の確認（学会の最新状況について）
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 研究状況の確認（最近の刊行物について）
第22回 博士論文の全原稿提出
第23回 博士論文の全原稿に対するコメント
第24回 博士論文の再提出
第25回 再提出された博士論文に対するコメント
第26回 博士論文の再々提出
第27回 再々提出された博士論文に対するコメント
第28回 博士論文の最終確認
第29回 博士論文に関する口頭試問の練習
第30回 二学期のまとめ

○準備学習の内容
定期的に研究の進捗状況を確認するので，準備を怠ら

ないようにすること。
○テ キ ス ト

使用しない。
○参 考 書

その都度紹介する。
○学生に対する評価

博士論文の内容はもとより，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。

社会政策特殊研究Ⅰ
⚒単位 川 村 雅 則

○授業の到達目標及びテーマ
労使関係に焦点をあてながら比較福祉国家論の先行研

究に学ぶ。
○授業の概要

比較福祉国家論の基本文献をまずは読んだ後に，各国
の労使関係を学ぶ。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 比較福祉国家論その⚑
第⚓回 比較福祉国家論その⚒
第⚔回 比較福祉国家論その⚓
第⚕回 アメリカの労使関係その⚑
第⚖回 アメリカの労使関係その⚒
第⚗回 イギリスの労使関係その⚑
第⚘回 イギリスの労使関係その⚒
第⚙回 スウェーデンの労使関係その⚑
第10回 スゥエーデンの労使関係その⚒
第11回 ドイツの労使関係その⚑
第12回 ドイツの労使関係その⚒
第13回 日本の労使関係その⚑
第14回 日本の労使関係その⚒
第15回 まとめ

○準備学習の内容
文献を熟読し，報告レジュメを作成すること。

○テ キ ス ト
田端博邦（2007）『グローバリゼーションと労働世界の

変容』旬報社
○参 考 書

その都度指定する。
○学生に対する評価

演習での報告内容や討議への参加状況などを総合的に
評価する。
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社会政策特殊研究Ⅰ演習⚑
⚒単位 川 村 雅 則

○授業の到達目標及びテーマ
修士論文を基礎に研究を深め，博士論文作成に向けた

準備を進める。
○授業の概要

まずは修士論文の課題を洗い出し，関連する文献を読
み進めながら，博士論文作成に向けた計画を立てる。博
士論文の草稿を仕上げる。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 修士論文の内容と課題の報告
第⚓回 文献の選定
第⚔回 文献講読その⚑
第⚕回 文献講読その⚒
第⚖回 文献講読その⚓
第⚗回 文献講読その⚔
第⚘回 博士論文作成計画の中間報告
第⚙回 文献講読その⚕
第10回 文献講読その⚖
第11回 文献講読その⚗
第12回 文献講読その⚘
第13回 博士論文作成計画の報告
第14回 博士論文の草稿の検討
第15回 博士論文の草稿の検討

○準備学習の内容
文献を熟読し，報告レジュメを作成すること。修士論

文の課題を整理しておくこと。
○テ キ ス ト

受講者の研究テーマを踏まえて指定する。
○参 考 書

受講者の研究テーマを踏まえて指定する。
○学生に対する評価

演習での報告内容や討議への参加状況などを総合的に
評価する。

社会政策特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 川 村 雅 則

○授業の到達目標及びテーマ
戦後から今日に至るまでの労働者の状態を，労使関係

の変遷と関連付けながら理解する。現代日本における主
要な労働問題に関する先行研究を学ぶ。

○授業の概要
まず日本の労使関係の歴史を概観した後，個別テーマ

に関する文献を読み進めていく。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス，日本の労使関係史
第⚒回 日本の労使関係史
第⚓回 日本の労使関係史
第⚔回 日本の労使関係史
第⚕回 日本の労使関係史
第⚖回 不安定就業論
第⚗回 不安定就業論
第⚘回 不安定就業論
第⚙回 不安定就業論
第10回 不安定就業論
第11回 貧困論
第12回 貧困論
第13回 貧困論
第14回 貧困論
第15回 貧困論
第16回 賃金論
第17回 賃金論
第18回 賃金論
第19回 賃金論
第20回 賃金論
第21回 労働過程論
第22回 労働過程論
第23回 労働過程論
第24回 労働過程論
第25回 労働過程論
第26回 労使関係論
第27回 労使関係論
第28回 労使関係論
第29回 労使関係論
第30回 労使関係論

○準備学習の内容
文献を熟読し，報告レジュメを作成すること。

○テ キ ス ト
アンドルー・ゴードン／二村一夫訳（2012）『日本労使

関係史』
○参 考 書

その都度指定する。
○学生に対する評価

演習での報告内容や討議への参加状況などを総合的に
評価する。
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社会政策特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 川 村 雅 則

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文作成に向けた研究指導

○授業の概要
博士論文のテーマに関わる文献を選定し，読み進めて

いく。適宜，博士論文の添削指導を行う。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス，これまでの研究の報告
第⚒回 年間計画の立案，文献の選定
第⚓回 文献講読その⚑
第⚔回 文献講読その⚒
第⚕回 文献講読その⚓
第⚖回 文献講読その⚔
第⚗回 文献講読その⚕
第⚘回 博士論文の検討
第⚙回 文献講読その⚖
第10回 文献講読その⚗
第11回 文献講読その⚘
第12回 文献講読その⚙
第13回 文献講読その 10
第14回 博士論文の検討
第15回 文献講読その 11
第16回 文献講読その 12
第17回 文献講読その 13
第18回 文献講読その 14
第19回 文献講読その 15
第20回 博士論文の検討
第21回 博士論文の検討
第22回 博士論文の検討
第23回 博士論文の検討
第24回 博士論文の検討
第25回 博士論文の検討
第26回 博士論文の検討
第27回 博士論文の検討
第28回 博士論文の検討
第29回 博士論文の検討
第30回 まとめ

○準備学習の内容
文献を熟読し，報告レジュメを作成すること。

○テ キ ス ト
受講者の研究テーマを踏まえて指定する。

○参 考 書
受講者の研究テーマを踏まえて指定する。

○学生に対する評価
演習での報告内容や討議への参加状況などを総合的に

評価する。

社会政策特殊研究Ⅱ
⚒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，地
域における共生システム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テキストをもとに授業を行

い，それをもとに学生から日本の現状をレポートしても
らう。その対比から議論を進める。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 女性の役割の変化と家族
第⚓回 共働き家庭の増加
第⚔回 育児と労働の両立支援
第⚕回 新しい不平等
第⚖回 男女の賃金格差
第⚗回 女性の働き方と賃金格差
第⚘回 家族政策
第⚙回 子どもの支援
第10回 保育所と幼稚園
第11回 学童保育
第12回 家庭の所得と学力
第13回 高齢化
第14回 年金と雇用延長
第15回 まとめ

○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

岩波書店『平等と効率の福祉革命』，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

レポートと発表を数回課すので，それによって評価す
る

課題の評価結果については個々に講評する。
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社会政策特殊研究Ⅱ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，地
域における共生システム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

○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
発表＝100％
課題の評価結果については個々に講評する。

社会政策特殊研究Ⅱ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，地
域における共生システムの在り様を学生と共に探る。

○授業の概要
女性の貧困，特に母子家庭の母の自立支援策について

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 母子家庭の母の自立支援策
第⚓回 母子家庭の母の自立支援策
第⚔回 データの分析
第⚕回 データの分析
第⚖回 行政の分析
第⚗回 学生によるグループ討論
第⚘回 発表
第⚙回 日本の育児と仕事の両立支援
第10回 日本の育児と仕事の両立支援
第11回 子ども・子育てシステム
第12回 保育所の現状
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 我が国の子ども子育て支援新制度
第17回 我が国の子ども子育て支援新制度
第18回 データ分析
第19回 データ分析
第20回 学生によるグループ討論
第21回 発表
第22回 札幌市の子ども子育て支援新制度
第23回 札幌市の子ども子育て支援新制度
第24回 幼保一元化の課題
第25回 データ分析
第26回 データ分析
第27回 学生によるグループ討論
第28回 学生によるグループ討論
第29回 発表
第30回 総括

○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。
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社会政策特殊研究Ⅱ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
生活保護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 生活保護行政の現状（文献の輪読）
第⚓回 生活保護受給者の現状
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 発表
第⚘回 自立支援プログラムの現状（新宿）
第⚙回 自立支援プログラムの現状（釧路）
第10回 自立支援プログラムの現状（京都）
第11回 データの分析
第12回 データの分析
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 困窮者自立支援法
第17回 困窮者自立支援法
第18回 データ分析
第19回 データ分析
第20回 学生によるグループ討論
第21回 発表
第22回 札幌市の生活保護と自立支援
第23回 札幌市の生活保護と自立支援
第24回 子どもの貧困
第25回 データ分析
第26回 データ分析
第27回 学生によるグループ討論
第28回 学生によるグループ討論
第29回 発表
第30回 総括

○準備学習の内容
「税と社会保障に関する一体改革」や生活保護制度に

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
『生活保護自立支援プログラムの活用』，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

発表＝100％
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研究
（2015 年度以降入学生のみ）
⚒単位 荻 原 克 男

○授業の到達目標及びテーマ
テーマ：福祉国家と教育
到達目標：戦後日本の教育を福祉国家の形成・変容過

程との関連から理解することを目標とする。あわせて，
教育システムをそれに隣接する他の社会システムとの相
互依存関係におい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
最初の数回は概観的講義を行い，そのあと各テーマに

関連する文献に基づき講義と討論を行う。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス
第⚒回 〈福祉国家と教育〉というテーマをめぐる研究

動向
第⚓回 先行研究の概観①社会経済学
第⚔回 先行研究の概観②政治学
第⚕回 福祉国家の類型論
第⚖回 日本型福祉国家論①日本型「福祉社会」
第⚗回 日本型福祉国家論②国際比較
第⚘回 日本型福祉国家論③変容・転換
第⚙回 雇用・労働システムと学校
第10回 家族システムと学校
第11回 学校から仕事への移行システム
第12回 日本の社会保障制度とその特質
第13回 財政危機と制度改革
第14回 若者の雇用・社会保障と教育
第15回 総括討論

○準備学習の内容
各回のテーマに関連する文献を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

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

広田・橋本・岩下編著『福祉国家と教育』昭和堂（2013
年）。

○学生に対する評価
討論への参画状況，随時に提出を求めるショート・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研究演習⚑
（2015 年度以降入学生のみ）
⚒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

える視点と方法を身につけることを目標とする。
○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 人間と社会
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 社会化と教育
第⚕回 〈教育する意図〉
第⚖回 教育と選別
第⚗回 メディアと形式
第⚘回 教育メディアとしての〈こども〉
第⚙回 相互行為システムとしての授業
第10回 教育システムの分離
第11回 教育システムの内部分化
第12回 専門性と組織
第13回 絶えざる改革としての教育改革
第14回 主体理論と自己省察
第15回 まとめと討議

○準備学習の内容
テキストの他に，次回で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
ニクラス・ルーマン『社会の教育システム』東京大学

出版会（2004 年）
○参 考 書

テーマに即して適宜に紹介する。
○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研究演習⚒
（2015 年度以降入学生のみ）
⚔単位 荻 原 克 男

○授業の到達目標及びテーマ
テーマ：制度・システムとしての教育を捉える理論的

枠組み
到達目標：教育を一つの社会システム，制度として捉

える様々な理論と分析枠組みについて理解を深めること
を目標とする。

○授業の概要
最初の数回は講義によって全体の概観を行う。その

後，各テーマに沿った文献を選定し，その検討にもとづ
き討議を行う。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 諸説の概観
第⚓回 国家論の復権と新制度論
第⚔回 社会学的制度論
第⚕回 社会学的制度論と教育
第⚖回 社会学的制度論の応用
第⚗回 合理的選択制度論
第⚘回 合理的選択制度論と教育
第⚙回 合理的選択制度論の応用
第10回 歴史的制度論
第11回 歴史的制度論と教育
第12回 歴史的制度論の応用
第13回 比較制度分析
第14回 理論と実証
第15回 中間まとめと討議
第16回 社会システム理論の視座
第17回 システムと環境
第18回 自己組織化
第19回 人格とコミュニケーション
第20回 コミュニケーション・システムとしての社会と

教育
第21回 教育システムの形成
第22回 〈教育する意図〉と〈子ども〉
第23回 組織としての学校
第24回 相互行為システムとしての授業
第25回 学校の意志決定と授業：組織と相互行為
第26回 プロフェッションと組織
第27回 教師と生徒
第28回 日本の教育システムの特質
第29回 「教育の自律性」をめぐって
第30回 総括討議

○準備学習の内容
各テーマに関連する文献を随時紹介するので，事前に

読んで論点を明確にしておくこと。
○テ キ ス ト

特に指定しない。
○参 考 書

広田照幸ほか『教育システムと社会』世織書房（2014
年）。

ニクラス・ルーマン『社会の教育システム』東京大学
出版会（2004 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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教育社会経済論特殊研究演習⚓
（2015 年度以降入学生のみ）
⚔単位 荻 原 克 男

○授業の到達目標及びテーマ
テーマ：戦後日本型福祉国家と教育システム
到達目標：教育システムを福祉国家体制との関連にお

いて捉える視点と方法を学ぶことを目標とする。具体的
には，戦後日本の教育システムが日本型福祉国家（福祉
社会）の形成とどのような関連性をもつのかを探求する。

○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 福祉国家と教育というテーマ
第⚓回 先行研究の検討①比較福祉国家論
第⚔回 先行研究の検討②類型論
第⚕回 先行研究の検討③歴史研究
第⚖回 先行研究の検討④戦後日本の「福祉国家」
第⚗回 先行研究の検討⑤討議
第⚘回 戦後日本における展開①前史
第⚙回 戦後日本における展開②戦後改革
第10回 戦後日本における展開③労働運動
第11回 戦後日本における展開④高度成長
第12回 戦後日本における展開⑤企業社会
第13回 戦後日本における展開⑥雇用・労働と福祉
第14回 戦後日本型循環と日本型福祉国家
第15回 中間まとめと討議
第16回 福祉国家の危機と変容
第17回 日本型福祉社会論
第18回 福祉国家転換期の教育改革①前史
第19回 福祉国家転換期の教育改革②第二臨調と臨時教

育審議会
第20回 福祉国家転換期の教育改革③改革の停滞と模索
第21回 福祉国家転換期の教育改革④構造改革下の教育
第22回 福祉国家転換期の教育改革⑤新自由主義と教育

改革
第23回 教育の市場化と NPA
第24回 公共サービスの提供形態と公教育
第25回 学力問題と教育改革
第26回 自治体における教育改革
第27回 グローバル化と教育改革
第28回 外国モデルの参照とその問題
第29回 イデオロギーとしての教育改革
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

特に指定しない。
○参 考 書

新川敏光『福祉国家変革の理路』ミネルヴァ書房（2014
年）。

岩下・橋本・広田編著『福祉国家と教育』昭和堂（2013
年）

○学生に対する評価
文献の理解，討議への参画状況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。

社会調査論特殊研究Ⅰ
⚒単位 内 田 和 浩

○授業の到達目標及びテーマ
「地域づくりの主体」形成過程の実証的研究における

質的調査法の具体的な手法を先行研究から明らかにし，
各自の研究テーマに即した質的調査法による研究方法を
探っていく。到達目標として次の⚓点を掲げる。①先行
研究における質的調査法の手法を理解する。②先行研究
における質的調査法の手法の有効性を理解する。③自ら
の研究テーマにおける有効な質的調査法の手法は何か理
解する。

○授業の概要
テキストをもとに，先行研究ではどのような質的調査

が行われたのか，それはその実証的研究にとって有効で
あったのか等を中心に講義を進める。また，各自の研究
における質的調査法をもとに議論していく。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス 講義の進め方
第⚒回 テキスト学習⑴ コミュニティ調査の方法的課

題
第⚓回 テキスト学習⑵ ライフヒストリー研究の位相
第⚔回 テキスト学習⑶ コミュニケーションとしての

調査
第⚕回 テキスト学習⑷ 内容分析とメディア形式の分

析
第⚖回 テキスト学習⑸ 調査史の中の「都市の日本人」
第⚗回 テキスト学習⑹ 調査の中の権力を考える
第⚘回 テキスト学習⑺ 厚みのある記述をつくる
第⚙回 テキスト学習⑻ テクノロジーと記録の社会性
第10回 テキスト学習⑼ 図を考える／図で考える
第11回 テキスト学習⑽ 「質的データ論」再考
第12回 テキスト学習⑾ 地域社会に対するリタラシー
第13回 テキスト学習⑿ 都市を読解する力の構築
第14回 各自の研究における質的調査の実際
第15回 討論とまとめ

○準備学習の内容
毎回，必ずテキストを予習し，報告レジュメの作成を

行うこと。
○テ キ ス ト

佐藤健二著『社会調査史のリタラシー』（新曜社，2011）
○参 考 書

適宜，紹介する。
○学生に対する評価

講義の中での発問への応答など，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。
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社会調査論特殊研究Ⅰ演習⚑
⚒単位 内 田 和 浩

○授業の到達目標及びテーマ
本演習では，特殊研究で学んだ質的調査法による研究

方法をもとに各自の修士論文での調査方法が適切であっ
たの否かを検証するとともに，博士論文作成へ向けての
課題を整理していく。到達目標として次の⚓点を掲げ
る。①自らの修士論文での質的調査法の手法は適切で
あったか理解する。②特殊研究で学んだ先行研究におけ
る質的調査法の手法との違いを理解する。③博士論文作
成へ向けて有効な質的調査法の手法は何か検討する。

○授業の概要
本演習では，各自の修士論文をもとに質的調査法につ

いて議論していく。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス 演習の進め方
第⚒回 修士論文での調査法の検討⑴ 課題に対して
第⚓回 修士論文での調査法の検討⑵ 調査対象者に対

して
第⚔回 修士論文での調査法の検討⑶ 分析方法として
第⚕回 修士論文での調査法の検討⑷ 何が足りなかっ

たのか
第⚖回 修士論文での調査法の検討⑸ 総括
第⚗回 先行研究における質的調査法の吟味⑴ 調査手

法の吟味
第⚘回 先行研究における質的調査法の吟味⑵ インタ

ビューの方法
第⚙回 先行研究における質的調査法の吟味⑶ テープ

起こしの技法
第10回 先行研究における質的調査法の吟味⑷ 分析手

法
第11回 修士論文の再構成⑴ 課題と調査手法は適切

だったのか
第12回 修士論文の再構成⑵ 調査対象者と調査手法は

適切だったのか
第13回 修士論文の再構成⑶ 分析は充分だったのか
第14回 博士論文へ向けての課題⑴ 修士論文での到達

点をどう捉えるか
第15回 博士論文へ向けての課題⑵ 修士論文の再評

価・再整理
○準備学習の内容

毎回，必ず予習し，報告レジュメの作成を行うこと。
○テ キ ス ト

特になし
○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。

社会調査論特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 内 田 和 浩

○授業の到達目標及びテーマ
本演習では，「質的調査法を用いた博士論文作成」を

テーマに，研究者としての基本的な訓練を行う。到達目
標として次の⚓点を掲げる。①量的調査法を含む自らの
研究における今後の調査研究計画を確立する。②自らの
研究における質的調査法の手法を理解する。③自らの博
士論文作成へ向けてのもっとも有効な質的調査法を確立
する。

○授業の概要
本演習では，博士論文作成へ向けての質的調査法を中

心とした研究方法について，受講生との議論を通じて深
めていく。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス 演習の進め方
第⚒回 研究課題の追求⑴ 修士論文後の到達点
第⚓回 研究課題の追求⑵ 課題の問題点を探る
第⚔回 研究課題の追求⑶ 新たな課題は何か
第⚕回 研究課題の追求⑷ 課題の再創造
第⚖回 研究計画の確立⑴ 基本的な考え方
第⚗回 研究計画の確立⑵ いつまでに何をすべきか
第⚘回 研究計画の確立⑶ フィールドワークへ向けて
第⚙回 研究計画の確立⑷ 予算も含む総合的な計画
第10回 調査法の検討⑴ 統計資料の収集
第11回 調査法の検討⑵ 量的調査と質的調査
第12回 調査法の検討⑶ インタビューとその技法
第13回 調査法の検討⑷ データ分析をどう行うか
第14回 調査法の検討⑸ 有効な調査とは
第15回 ケーススタディ⑴ 統計資料の分析の実際
第16回 ケーススタディ⑵ インタビュー調査の実際①

（基本的な考え方）
第17回 ケーススタディ⑶ インタビュー調査の実際②

（発展的な考え方）
第18回 ケーススタディ⑷ データ分析の実際
第19回 統計資料の分析は有効か
第20回 インタビュー調査におけるラポール
第21回 インタビュー技法の問題点
第22回 インタビュー技法の改善点
第23回 テープ起こしの問題点
第24回 コーディングの問題点
第25回 データ分析の問題点
第26回 意識変革をどう分析するか
第27回 何が足りないのか
第28回 有効な調査法を探る
第29回 まとめと総括
第30回 博士論文作成へ向けて

○準備学習の内容
毎回，必ず予習し，報告レジュメの作成を行うこと。

○テ キ ス ト
特になし

○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。
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社会調査論特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 内 田 和 浩

○授業の到達目標及びテーマ
本演習では，「質的調査法を用いた博士論文完成」を

テーマに，研究者としての具体的的な訓練を行う。到達
目標として次の⚓点を掲げる。①適切な手法で質的調査
を実施できる。②もっとも有効な質的調査を実施でき
る。③博士論文を完成することができる。

○授業の概要
本演習は，博士論文完成へ向けて受講生との議論を深

めていく。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス 演習の進め方
第⚒回 研究課題の確認⑴ 先行研究の検討は適切だっ

たか
第⚓回 研究課題の確認⑵ 質的調査法は適切か
第⚔回 研究課題の確認⑶ 質的調査法はもっとも有効

か
第⚕回 研究課題の確認⑷ 調査分析の結果は研究課題

に応えるものか
第⚖回 プレゼン⑴ 中間発表へむけて
第⚗回 プレゼン⑵ 中間発表の評価反省
第⚘回 プレゼン⑶ 学会発表へ向けて
第⚙回 プレゼン⑷ 学会発表の評価反省
第10回 分析⑴ 補足調査は必要か
第11回 分析⑵ 分析結果は適切か
第12回 分析⑶ 分析結果の考察①（基本）
第13回 分析⑷ 分析結果の考察②（発展）
第14回 分析⑸ 分析結果の考察③（総合）
第15回 分析⑹ 分析結果をどう論述するか
第16回 分析⑹ 補足調査とその結果
第17回 分析⑺ 最終的な分析結果とその考察①
第18回 分析⑻ 最終的な分析結果とその考察②
第19回 プレゼン⑸ 報告会へ向けて①（基本段階）
第20回 プレゼン⑹ 報告会へ向けて②（発展段階）
第21回 論点整理⑴ 何が問題か
第22回 論点整理⑵ 完成度を高める
第23回 論点整理⑶ 最終チェック
第24回 プレゼン⑺ 博士論文報告会①（準備段階）
第25回 プレゼン⑻ 博士論文報告会②（本番）
第26回 問題点の確認と再整理⑴ 基本的な確認
第27回 問題点の確認と再整理⑵ 最終的な確認
第28回 論文の完成度を高める
第29回 まとめと総括
第30回 今後の研究課題

○準備学習の内容
毎回，必ず予習し，報告レジュメの作成を行うこと。

○テ キ ス ト
特になし

○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。

理論経済学特殊研究Ⅰ
⚒単位 逸 見 宜 義

○授業の到達目標及びテーマ
経済発展における教育や人的資本の役割

○授業の概要
人的資本蓄積が経済成長や貧困削減に果たす役割，お

よび望ましい政策介入，制度設計を検討する。
○授 業 計 画

第⚑回 教育開発の経済学
第⚒回 教育と経済的キャッチアップ
第⚓回 教育の役割─技能形成の視点から─
第⚔回 教育の役割─産業発展の視点から─
第⚕回 資金制約と教育投資
第⚖回 エイズと子供の就学率
第⚗回 初等教育におけるコミュニティの役割と学校の

質
第⚘回 農業・非農業の生産性と教育
第⚙回 貧困の動学的変化と教育
第10回 親の教育と子供の教育・技能形成
第11回 農村貧困からの脱出と教育
第12回 教育投資，職業選択と非農業賃金の決定因
第13回 教育投資の決定因の長期的変化
第14回 ウガンダにおける初等教育の無償化政策の効果

と課題
第15回 貧困削減の戦略

○準備学習の内容
テキストを熟読し，参加すること。（⚓時間）

○テ キ ス ト
大塚，黒崎（2003）『教育と経済発展』東洋経済
大塚，黒崎（2007）『貧困と経済発展』東洋経済

○参 考 書
適宜，指示する。

○学生に対する評価
報告内容により評価する。
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理論経済学特殊研究Ⅰ演習⚑
⚒単位 逸 見 宜 義

○授業の到達目標及びテーマ
経済発展における教育や人的資本の役割

○授業の概要
人的資本蓄積が経済成長や貧困削減に果たす役割，お

よび望ましい政策介入，制度設計を検討する。
○授 業 計 画

第⚑回 「教育開発の経済学」から論文を選び内容を報
告

第⚒回 「教育と経済的キャッチアップ」から論文を選
び内容を報告

第⚓回 「教育の役割─技能形成の視点から─」から論
文を選び内容を報告

第⚔回 「教育の役割─産業発展の視点から─」から論
文を選び内容を報告

第⚕回 「資金制約と教育投資」から論文を選び内容を
報告

第⚖回 「エイズと子供の就学率」から論文を選び内容
を報告

第⚗回 「初等教育におけるコミュニティの役割と学校
の質」から論文を選び内容を報告

第⚘回 「農業・非農業の生産性と教育」から論文を選び
内容を報告

第⚙回 「貧困の動学的変化と教育」から論文を選び内
容を報告

第10回 「親の教育と子供の教育・技能形成」から論文を
選び内容を報告

第11回 「農村貧困からの脱出と教育」から論文を選び
内容を報告

第12回 「教育投資，職業選択と非農業賃金の決定因」か
ら論文を選び内容を報告

第13回 「教育投資の決定因の長期的変化」から論文を
選び内容を報告

第14回 「ウガンダにおける初等教育の無償化政策の効
果と課題」から論文を選び内容を報告

第15回 「貧困削減の戦略」から論文を選び内容を報告
○準備学習の内容

論文を熟読し参加すること（⚓時間）
○テ キ ス ト

大塚，黒崎（2003）『教育と経済発展』東洋経済
大塚，黒崎（2007）『貧困と経済発展』東洋経済

○参 考 書
適宜，指示する。

○学生に対する評価
報告内容により評価する。

理論経済学特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 逸 見 宜 義

○授業の到達目標及びテーマ
経済発展における教育や人的資本の役割

○授業の概要
人的資本蓄積が経済成長や貧困削減に果たす役割，お

よび望ましい政策介入，制度設計を検討する。
○授 業 計 画

第⚑回 「経済成長において説明すべき事実」から論文
を選び内容を報告

第⚒回 「物的資本」から論文を選び内容を報告
第⚓回 「ソローモデル」から論文を選び内容を報告
第⚔回 「ソローモデルによる人口成長｣から論文を選び

内容を報告
第⚕回 「出生率の変化の分析｣から論文を選び内容を報

告
第⚖回 「将来の人口の趨勢｣から論文を選び内容を報告
第⚗回 「人的資本」から論文を選び内容を報告
第⚘回 「人的資本による国際間の所得格差の説明｣から

論文を選び内容を報告
第⚙回 「生産性の測定」から論文を選び内容を報告
第10回 「技術進歩の性質」から論文を選び内容を報告
第11回 「技術進歩を含むソローモデル｣から論文を選び

内容を報告
第12回 「技術変化の速度」から論文を選び内容を報告
第13回 「技術の生産関数」から論文を選び内容を報告
第14回 「技術と効率への生産性の分解｣から論文を選び

内容を報告
第15回 「非効率の諸類型」から論文を選び内容を報告
第16回 「開放経済が経済成長に与える影響｣から論文を

選び内容を報告
第17回 「開放性を要素蓄積｣から論文を選び内容を報告
第18回 「開放性と生産性」から論文を選び内容を報告
第19回 「経済における政府の役割｣から論文を選び内容

を報告
第20回 「政府の経済成長政策｣から論文を選び内容を報

告
第21回 「貧しい国の政府の行動｣から論文を選び内容を

報告
第22回 「所得不平等に関する事実｣から論文を選び内容

を報告
第23回 「所得不平等の経済成長への影響｣から論文を選

び内容を報告
第24回 「文化が経済成長に与える影響｣から論文を選び

内容を報告
第25回 「文化の決定要因」から論文を選び内容を報告
第26回 「地理，天候が経済成長に及ぼす影響｣から論文

を選び内容を報告
第27回 「天然資源の概念」から論文を選び内容を報告
第28回 「天然資源と経済成長の関係｣から論文を選び内

容を報告
第29回 「成長と環境」から論文を選び内容を報告
第30回 「技術改善と資源枯渇｣から論文を選び内容を報

告
○準備学習の内容

論文を熟読し参加すること（⚓時間）
○テ キ ス ト

D. N. ワイル（2010）『経済成長』（第⚒版）ピアソン
○参 考 書

大塚，黒崎（2003）『教育と経済発展』東洋経済
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大塚，黒崎（2007）『貧困と経済発展』東洋経済
○学生に対する評価

報告内容により評価する。

理論経済学特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 逸 見 宜 義

○授業の到達目標及びテーマ
経済発展における教育や人的資本の役割

○授業の概要
人的資本蓄積が経済成長や貧困削減に果たす役割，お

よび望ましい政策介入，制度設計を検討する。
○授 業 計 画

第⚑回 「なぜ経済成長を学ぶのか｣から論文を選び内容
を報告

第⚒回 「事実とパズル」から論文を選び内容を報告
第⚓回 「成長政策」から論文を選び内容を報告
第⚔回 「⚔つの理論的枠組み｣から論文を選び内容を報

告
第⚕回 「新古典派成長理論｣から論文を選び内容を報告
第⚖回 「Cass-Koopmans-Ramsey モデル」から論文を

選び内容を報告
第⚗回 「AK モデル：異時点間効用最大化」から論文を

選び内容を報告
第⚘回 「AK モデル：開放経済」から論文を選び内容を

報告
第⚙回 「product-variety モデル」から論文を選び内容

を報告
第10回 「ローマーモデル」から論文を選び内容を報告
第11回 「理論モデルの実証｣から論文を選び内容を報告
第12回 「シュンペーターモデル：ワンセクターモデル」

から論文を選び内容を報告
第13回 「シュンペーターモデル：マルチセクターモデ

ル」から論文を選び内容を報告
第14回 「シュンペーターモデル：規模の経済」から論文

を選び内容を報告
第15回 「全要素生産性の測定｣から論文を選び内容を報

告
第16回 「資本蓄積とイノベーション｣から論文を選び内

容を報告
第17回 「財務的制約下でのイノベーションと成長｣から

論文を選び内容を報告
第18回 「信用制約，富の不平等と成長」から論文を選び

内容を報告
第19回 「クラブ収束」から論文を選び内容を報告
第20回 「信用制約とダイバージェンス｣から論文を選び

内容を報告
第21回 「製薬業界と市場規模｣から論文を選び内容を報

告
第22回 「賃金格差」から論文を選び内容を報告
第23回 「適正技術と生産性の差異｣から論文を選び内容

を報告
第24回 「生産性上昇率の低下の説明｣から論文を選び内

容を報告
第25回 「汎用技術と賃金格差｣から論文を選び内容を報

告
第26回 「停滞から成長へ」から論文を選び内容を報告
第27回 「資本蓄積からイノベーション｣から論文を選び

内容を報告
第28回 「製造からサービスへ｣から論文を選び内容を報

告
第29回 「制度と成長」から論文を選び内容を報告
第30回 「適切な制度と非収束性｣から論文を選び内容を

報告
○準備学習の内容
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論文を熟読し参加すること（⚓時間）
○テ キ ス ト

Aghion, P., Howitt, P. (2009) “The Economics of
Growth” The MIT Press.

○参 考 書
適宜，指示する。

○学生に対する評価
報告内容により評価する。

社会経済学特殊研究
⚒単位 神 山 義 治

○授業の到達目標及びテーマ
Marx の対象把握の基礎的尺度をめぐる議論を考察す

る。
○授業の概要

受講生による古典文献の読解を助け，ディスカッショ
ンを行うことにより，社会経済学の根源的な問題設定を
教授し，それを受講生が自己の力として獲得し，理解・
表現できるように指導する。

○授 業 計 画
⚑ 問題設定 Young Marx と⾉Das Kapital⾊の同一性
⚒ Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie 輪読

テキスト選択の理由
⚓ 〃 ヘーゲルの社会システム論の限界
⚔ 〃 マルクスによる批判の諸契機
⚕ 〃 論点整理
⚖ 〃 現代制度派とヘーゲル
⚗ 〃 マルクスの対置
⚘ Die deutsche Ideologie: Max Stirner 輪読 テキス

ト選択の理由
⚙ 〃 青年ヘーゲル派批判と現代
10 〃 意思の歴史は存在するか
11 〃 市民社会と生産諸関係の物象化
12 〃 階級諸関係と国家的諸関係の真相
13 Ökonomische Manuskripte 61-63 輪読 テキスト

選択の理由
14 〃 貨幣の資本への転化
15 後期マルクスから初期マルクスのヘーゲル批判へ

○準備学習の内容
テキストの検討箇所を翻訳し，ディスカッションに向

けて質問事項をまとめておく。
○テ キ ス ト

Karl Marx/Friedrich Engels Gesamtausgabe
○参 考 書

随時指示する。
○学生に対する評価

思索と理解の深まりを評価する。
課題の評価結果については個々に講評する。
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社会経済学特殊研究演習⚑
⚒単位 神 山 義 治

○授業の到達目標及びテーマ
論文執筆のために古典文献の読解を行いながら，研究

史を検討しその到達点と未解決の問題を整理し，論文に
まとめる形式で問題提起すべき内容を絞り込む。

○授業の概要
受講生による学説史と理論的構造の理解に資するよう

に文献を丹念に読み込む。随時受講生からの質問に答
え，受講生に考察のヒントを与えつつ，テキストクリ
ティークを行う。受講生自身による問題意識の獲得と，
研究方法，表現方法を伝え，論文作成の指導・助言をす
る。

○授 業 計 画
⚑ 問題設定 新世紀の Marx グローバリゼーション

における資本のシステム
⚒ ⾉Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie⾊

テキストの意義
⚓ Einleitung の性格 その問題設定 資本のシステム

の発生的把握
⚔ Bastiat und Carey
⚕ Einleitung Ⅰ.) Production, Consumption, Distribu-

tion, Austausch.
⚖ Die Methode der politischen Ökonomie
⚗ Alfred Darimon 批判における貨幣の批判的把握

生産関係把握の批判的意義
⚘ Entstehung und Wsen des Geldes
⚙ Der Umlauf des Geldes
10 Verwandlung von Geld in Kapital
11 Austausch zwischen Kapital und Arbeit
12 Arbeitsproze? und Verwertungsproze?
13 Absoluter und relativer Merwert
14 Merwert und Profit
15 まとめ 研究史に対する問題意識の対置

○準備学習の内容
テキストの検討箇所を翻訳し，基本的概念を確認する

とともに，問題意識を整理しておく。
○テ キ ス ト

Marx Engels Gesamtausgabe II/1.1-1.2
○参 考 書

随時紹介する。
○学生に対する評価

演習時の熱意・努力，全体を通した理解の進度を評価
する。

課題の評価結果については個々に講評する。

社会経済学特殊研究演習⚒
⚔単位 神 山 義 治

○授業の到達目標及びテーマ
論文執筆。

○授業の概要
論争史を踏まえ，学術的貢献を受講生が実現できるよ

うに，論文作成の指導・助言をする。
○授 業 計 画

⚑ 授業の目的
⚒ 発表（テーマ設定）
⚓ 関連諸文献の報告（基礎文献読解）
⚔ 関連諸文献報告（基礎文献読解）
⚕ 関連諸文献報告（基礎文献読解）
⚖ 関連諸文献報告（基礎文献読解）
⚗ 関連諸文献報告（中間的まとめ）
⚘ 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
⚙ 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
10 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
11 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
12 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
13 関連諸文献報告（論争的諸文献報告）
14 関連諸文献報告（論争的諸文献報告）
15 関連諸文献報告（論争的諸文献報告）
16 草稿の検討
17 草稿の検討
18 研究計画をめぐる検討
19 論文の骨子の検討
20 論文の諸論点の整理
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
26 草稿の検討
27 草稿の検討
28 草稿の検討
29 予備日
30 まとめ

○準備学習の内容
文献調査およびテキスト読解の到達点を整理し発表用

の資料を作成する。
○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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社会経済学特殊研究演習⚓
⚔単位 神 山 義 治

○授業の到達目標及びテーマ
論文執筆。

○授業の概要
論争史を踏まえ，学術的貢献を受講生が実現できるよ

うに，論文作成の指導・助言をする。
○授 業 計 画

⚑ 授業の目的
⚒ 発表（テーマ設定）
⚓ 関連諸文献の報告（基礎文献読解）
⚔ 関連諸文献報告（基礎文献読解）
⚕ 関連諸文献報告（基礎文献読解）
⚖ 関連諸文献報告（基礎文献読解）
⚗ 関連諸文献報告（中間的まとめ）
⚘ 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
⚙ 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
10 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
11 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
12 関連諸文献報告（論争的諸文献調査）
13 関連諸文献報告（論争的諸文献報告）
14 関連諸文献報告（論争的諸文献報告）
15 関連諸文献報告（論争的諸文献報告）
16 進捗状況発表と指導
17 進捗状況発表と指導
18 進捗状況発表と指導
19 進捗状況発表と指導
20 進捗状況発表と指導
21 進捗状況発表と指導
22 中間的論点整理
23 草稿の検討
24 草稿の検討
25 草稿の検討
26 草稿の検討
27 草稿の検討
28 草稿の検討
29 予備日
30 まとめ

○準備学習の内容
文献読解の進捗状況を報告できるようにまとめてお

く。執筆中の論文の構成，下書した部分などを提示でき
るように整理しておく。

○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
論文等による。
課題の評価結果については個々に講評する。

経済学史特殊研究
⚒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，G. ヒンメルファーブ（G. Himmel-

farb）の著作の講読を通じて，イギリスにおける福祉国
家の思想的源流について考察することである。この講義
を通じて，ヴィクトリア朝後期における貧困と救済の観
念について理解を深めるとともに，現代のアメリカ政治
思想に大きな影響を及ぼしているヒンメルファーブの解
釈と評価を行うことを目標とする。

○授業の概要
本講義では，ヒンメルファーブの Poverty and Com-

passion（1991）の各章を順次取り上げ，受講生による内
容報告とそれに基づく討論を行う。また，国内外の研究
にも適宜触れながら，ヒンメルファーブの思想史解釈に
ついて考察する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 Introduction, ch.1
第⚓回 ch.2, 3
第⚔回 ch.4, 5
第⚕回 ch.6, 7
第⚖回 ch.8, 9
第⚗回 ch.10, 11, 12
第⚘回 ch.13, 14
第⚙回 ch.15, 16
第10回 ch.17, 18
第11回 ch.19
第12回 ch.20, 21
第13回 ch.22, 23, Epilogue
第14回 研究史的考察⑴
第15回 研究史的考察⑵

○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

G. Himmelfarb, Poverty and Compassion, The Moral
Imagination of the Late Victorians. Alfred A. Knopf, 1991

○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。

─ 123 ─

博
士
(後
期
)課
程



経済学史特殊研究演習⚑
⚒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

○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。

経済学史特殊研究演習⚒
⚔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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経済学史特殊研究演習⚓
⚔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。

社会思想史特殊研究Ⅰ
（旧 社会思想史特殊研究）
⚒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 諸民族の古

さ
第⚓回 霊魂についての認識 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 神政政治 カルデア人 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 アラビア ブラム，アブラム，アブ
ラハム インド 中国

第⚖回 エジプト エジプト人の言語と象徴 エジプト
人の大建造物 エジプト人の儀式および割礼
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⚗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 ザレウコスお
よびその他数人の立法者 バッカス

第⚘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 神託 ギリシア人の下での巫女と他
民族へのその影響 奇跡 神殿 魔法 人身御
供

第⚙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10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 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11回 ユダヤ人の祈祷 ユダヤ史家，ヨセフス 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12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

第13回 ローマ人。彼らの帝国と宗教の始まり，彼らの
寛容

第14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 神の名において語った立法者たち

第15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
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○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。

社会思想史特殊研究Ⅰ演習⚑
⚒単位 小 林 淑 憲

○授業の到達目標及びテーマ
修士論文に基づいた問題点の剔抉，研究の方向の展望

○授業の概要
修士論文に基づいて，研究の問題点の確認と新たな研

究の方向を展望し，公表しうる論文の作成に向けた研究
指導。

○授 業 計 画
第⚑回 修士論文の内容と問題点の確認
第⚒回 文献の選定
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10回 文献講読⑻
第11回 文献講読⑼
第12回 文献講読⑽
第13回 公表論文の構成の検討⑴
第14回 公表論文の構成の検討⑵
第15回 公表論文の構成の検討⑶

○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。
また修士論文の問題点や派生した問題を検討しておく

こと。
○テ キ ス ト

未定
○参 考 書

授業時に紹介する
○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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社会思想史特殊研究Ⅰ演習⚒
⚔単位 小 林 淑 憲

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文作成に向けた研究指導。

○授業の概要
博士論文作成に向けて関係する文献を受講者が選定

し，その内容を報告者が報告し，問題点を明らかにし，
博士論文の完成を展望する。

○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 博士論文の展望⑴
第10回 文献講読⑻
第11回 文献講読⑼
第12回 文献講読⑽
第13回 文献講読⑾
第14回 文献講読⑿
第15回 文献講読⒀
第16回 文献講読⒁
第17回 文献講読⒂
第18回 博士論文の展望⑵
第19回 文献講読⒃
第20回 文献講読⒄
第21回 文献講読⒅
第22回 文献講読⒆
第23回 文献講読⒇
第24回 文献講読⚧
第25回 博士論文の展望⑶
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 博士論文の展望⑷

○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。
博士論文のテーマを検討しておくこと。

○テ キ ス ト
受講者と相談の上，選定する。

○参 考 書
未定

○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。

社会思想史特殊研究Ⅰ演習⚓
⚔単位 小 林 淑 憲

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文作成に向けた研究指導。

○授業の概要
博士論文作成に向けて研究史の問題点，立論，必要な

資料を確認していく。博士論文の原稿を進捗状況に応じ
て添削指導する。

○授 業 計 画
第⚑回 博士論文のテーマに応じた諸研究の問題点の解

明⑴
第⚒回 博士論文のテーマに応じた諸研究の問題点の解

明⑵
第⚓回 博士論文のテーマに応じた諸研究の問題点の解

明⑶
第⚔回 論証のための資料の確認⑴
第⚕回 論証のための資料の確認⑵
第⚖回 論証のための資料の確認⑶
第⚗回 論証のための資料の確認⑷
第⚘回 論証のための資料の確認⑸
第⚙回 博士論文の構成について⑴
第10回 博士論文の構成について⑵
第11回 博士論文の構成について⑶
第12回 博士論文の構成について⑷
第13回 博士論文の構成について⑸
第14回 添削指導⑴
第15回 添削指導⑵
第16回 添削指導⑶
第17回 添削指導⑷
第18回 添削指導⑸
第19回 添削指導⑹
第20回 添削指導⑺
第21回 添削指導⑻
第22回 添削指導⑼
第23回 添削指導⑽
第24回 添削指導⑾
第25回 添削指導⑿
第26回 添削指導⒀
第27回 添削指導⒁
第28回 添削指導⒂
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
博士論文に関係するテーマ，論証，構成および資料か

ら派生する問題点を検討しておくこと。
○テ キ ス ト

受講者の報告に基づいて随時選定し，内容を検討する。
○参 考 書

未定
○学生に対する評価

課題の遂行の程度と討論
課題の評価結果については個々に講評する。
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統計学特殊研究Ⅱ
（2013 年度以降入学生のみ）
⚒単位 水野谷 武 志

○授業の到達目標及びテーマ
社会・経済分野のミクロ統計データを利用した先行研

究の検討
○授業の概要

2009 年に新統計法が全面的に施行されて以来，公的統
計において多くのミクロ統計データが利用可能となり，
これを利用した研究が蓄積されつつある。本授業では，
先行研究をもとにミクロ統計データを利用した研究の成
果を批判的に検討する。

○授 業 計 画
第⚑回 ガイダンス
第⚒回 先行研究①（美添編『公的統計の利用と統計的

手法』）の第⚑章
第⚓回 先行研究①の第⚒，⚓章
第⚔回 先行研究①の第⚔，⚕章
第⚕回 先行研究①の第⚖，⚗章
第⚖回 先行研究①の第⚘，⚙章
第⚗回 先行研究①の第 10，11 章
第⚘回 先行研究①の第 12，13 章
第⚙回 先行研究②（山口『現代日本の世帯構造と就業

形態の変動解析』）の第⚑章
第10回 先行研究②の第⚒，⚓章
第11回 先行研究②の第⚔，⚕章
第12回 先行研究②の第⚖，⚗章
第13回 先行研究②の第⚘，⚙章
第14回 先行研究②の第 10 章
第15回 その他の先行研究の検討

○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
美添泰人編（2009）『公的統計の利用と統計的手法』統

計情報研究開発センター
山口幸三（2011）『現代日本の世帯構造と就業形態の変

動解析：公的統計のミクロ統計活用序説』日本統計協会
○参 考 書

適宜紹介する。
○学生に対する評価

講義での発表と討論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。

統計学特殊研究Ⅱ演習⚑
⚒単位 水野谷 武 志

○授業の到達目標及びテーマ
ミクロ統計分析の実習

○授業の概要
教育用ミクロ統計データを統計ソフト（SPSS）で分析

する。
○授 業 計 画

第⚑回 ガイダンス，教育用ミクロデータの特徴
第⚒回 調査票と統計データ
第⚓回 データの読み込み
第⚔回 解析結果を見やすくする工夫
第⚕回 基本統計量
第⚖回 度数分布とヒストグラム
第⚗回 散布図と相関
第⚘回 クロス集計分析の基礎
第⚙回 ケース選択によるクロス集計表の作成
第10回 値の再割り当てを用いたクロス集計
第11回 新変数の作成によるデータ解析①（四則演算）
第12回 新変数の作成によるデータ解析②（関数の利用）
第13回 新変数の作成によるデータ解析③（論理演算）
第14回 クロス集計の有意性検定
第15回 総まとめ

○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
立教大学社会情報教育研究センター編（2012）『ミクロ

統計分析入門』
○参 考 書

適宜紹介する。
○学生に対する評価

講義での実習と討論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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統計学特殊研究Ⅱ演習⚒
⚔単位 水野谷 武 志

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文の研究テーマに関わるミクロ統計分析

○授業の概要
博士論文の研究テーマに関わる実際のミクロ統計デー

タを統計ソフト（SPSS）で分析し，分析結果を論文にま
とめる。

○授 業 計 画
第⚑回 公的統計におけるミクロ統計
第⚒回 既に公表されている集計表の吟味
第⚓回 集計表を活用した先行研究のリストアップ
第⚔回 集計表を活用した先行研究の要約
第⚕回 集計表を活用した先行研究の批判的検討
第⚖回 博士論文における独自な分析視角の提案
第⚗回 博士論文における独自な分析視角の検討
第⚘回 ミクロ統計による分析枠組みの提案
第⚙回 ミクロ統計による分析枠組みの修正
第10回 ミクロ統計による分析枠組みの決定
第11回 ミクロ統計による分析（記述統計：基本統計量）
第12回 ミクロ統計による分析（記述統計：度数分布）
第13回 ミクロ統計による分析（記述統計：散布図と相

関）
第14回 ミクロ統計による分析（記述統計：クロス集計）
第15回 ミクロ統計による分析（多変量解析：単回帰）
第16回 ミクロ統計による分析（多変量解析：重回帰）
第17回 ミクロ統計による分析（多変量解析：ロジス

ティック回帰）
第18回 ミクロ統計による分析（多変量解析：多項ロジッ

トモデル）
第19回 ミクロ統計による分析（多変量解析：主成分分

析）
第20回 ミクロ統計による分析（多変量解析：因子分析）
第21回 分析結果の整理
第22回 分析結果の解釈
第23回 分析結果のまとめ
第24回 分析結果の発表
第25回 分析結果の批判的検討
第26回 中間論文の構想
第27回 中間論文の発表
第28回 中間論文に対する講評
第29回 完成論文の発表
第30回 完成論文に対する講評

○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
特に指定しない。

○参 考 書
適宜紹介する。

○学生に対する評価
講義での実習と討論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。

統計学特殊研究Ⅱ演習⚓
⚔単位 水野谷 武 志

○授業の到達目標及びテーマ
博士論文の執筆

○授業の概要
博士論文の内容毎に順次論文にまとめて発表し，博士

論文を完成させる。
○授 業 計 画

第⚑回 先行研究のリストアップ（日本語文献）
第⚒回 先行研究のリストアップ（外国語文献）
第⚓回 先行研究の要約発表（日本語文献）
第⚔回 先行研究の要約発表（外国語文献）
第⚕回 先行研究の批判的検討（日本語文献）
第⚖回 先行研究の批判的検討（外国語文献）
第⚗回 既存統計のリストアップ（国内統計）
第⚘回 既存統計にリストアップ（国外統計）
第⚙回 既存統計による分析の構想（国内統計）
第10回 既存統計による分析の構想（国際比較統計）
第11回 既存統計による分析のまとめ
第12回 既存統計による分析の批判的検討
第13回 ミクロ統計による分析の構想
第14回 ミクロ統計による分析（基本統計量）
第15回 ミクロ統計による分析（クロス集計）
第16回 ミクロ統計による分析（散布図と相関）
第17回 ミクロ統計による分析（重回帰分析）
第18回 ミクロ統計による分析（ロジスティック回帰分

析）
第19回 ミクロ統計による分析のまとめ
第20回 ミクロ統計による分析の批判的検討
第21回 博士論文における結論の構想
第22回 博士論文における結論の修正
第23回 博士論文における結論の発表
第24回 博士論文における結論の決定
第25回 博士論文における序章の構想
第26回 博士論文における序章の修正
第27回 博士論文における序章の発表
第28回 博士論文における序章の決定
第29回 博士論文要旨の検討
第30回 博士論文完成版の検討

○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
特に指定しない。

○参 考 書
適宜紹介する。

○学生に対する評価
講義での実習と討論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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