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授業科目名

上級価格理論Ⅰ （２単位）
Advanced Microeconomics I

科目区分

基礎科目

担当教員名

安達 貴教（大学院経済学研究科）
Takanori ADACHI

開講時限

office hour

春学期

水曜日２時限

To be announced

講義の目的
This course if designed for serious students who seek to conduct an original research activity in the
fields of microeconomics, macroeconomics, and econometrics.
到達目標
After taking this course, students are expected to be fully capable of applying basic microeconomic tools
and ideas to their own research agenda.
授業内容
１

Utility Maximization and Demand (1)

２

Utility Maximization and Demand (2)

３

Cost Minimization and Demand (1)

４

Cost Minimization and Demand (2)

５

Relating the Marshallian and Hicksian Systems (1)

６

授業科目名

上級価格理論Ⅱ（２単位）
Advanced MicroeconomicsⅡ

科目区分

基礎科目

担当教員名

花薗 誠（大学院経済学研究科）
Makoto HANAZONO

開講時限

秋学期

office hour

By appointment or email.

講義の目的
現代の経済分析に不可欠なゲーム理論の基本的な概念を習得し、さまざまな経済分析に応用する能力を育む
ことを目的とする。
This course offers basic concepts in game theory, which is indispensable for modern economic analysis,
and fosters the ability to apply those concepts to various economic problems.
到達目標
非協力ゲームの基本的概念を正しく理解し、定型化された数学的な課題を解き、わかりやすく説明すること
ができる。戦略的な意思決定を伴う経済問題を適切にモデル化し、分析することができる。
The goals are to correctly understand the basic concepts, to solve stylized exercises with clear
explanation, and to model and analyze situations involving strategic decision making.
授業内容
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１

Introduction

２

Strategies/ Dominance.

Relating the Marshallian and Hicksian Systems (2)

３

Nash Equilibrium.

７

Nudges in Consumer Theory

４

Applications I.

８

Short- and Long-Run Demand

５

Mixed Strategies.

９

Discrete Choice and Product Quality

６

Dynamic Games of Complete Information/ Backwards Induction

10

Location Choice

11

Production, Profits, and Factor Demand (1)

７

Bargaining/Subgame Perfection.

12

Production, Profits, and Factor Demand (2)

８

Repeated Games.

13

The Industry Model

９

Applications II

14

A Price-Theoretic Perspective on the Core

10

Games of Incomplete Information/ Bayesian Nash Equilibrium.

15

Multiple-Factor Industry Model

11

Applications III

12

Dynamic Games of Incomplete Information.

13

Perfect Bayesian Equilibrium.

14

Applications IV

15

Summary and Evaluation.

成績評価の方法と基準
Based on (1) Class participation (approximately 20%) and (2) Final Exam (approximately 80%). A
couple of assignments might be provided. The final exam will be a closed-book exam; students are
expected to demonstrate that they have covered the material taught in this course.
授業時間外学習の指示
Students are expected to regularly review the course material after each class.
教科書・参考書
Jaffe, Minton, Mulligan, and Murphy, Chicago Price Theory, Princeton University Press, 2019. For
necessary mathematics, reference to Jehle and Reny’s (2010) Advanced Microeconomic Theory, 3rd
Edition (Prentice Hall), is recommended.
履修条件・関連する科目・注意事項
The language in class is English (including the final exam). The use of Japanese and any other
languages is strictly prohibited. Students are encouraged to take Advanced Microeconomics 2,
Advanced Macroeconomics 1 and 2, and Advanced Econometrics 1 and 2. They are also expected to
complement necessary mathematics by the appendix to Jehle and Reny’s textbook.

月曜日３時限

成績評価の方法と基準
宿題（40％）と期末試験（60％）で評価する。宿題は C 以上、期末試験は 50 点（100 点満点）以上を合格基
準とする。基本概念を正しく理解し、運用することができているかどうかを見る。
授業時間外学習の指示
講義前に教科書の該当部分を読む。講義後に内容を確認し、練習問題や宿題の課題を解く。
教科書・参考書
Gibbons, Robert, Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press
履修条件・関連する科目・注意事項
上級価格理論 I の履修が望ましい。

授業科目名

上級所得理論Ⅰ （２単位）
Advanced Macroeconomics I

科目区分

基礎科目

担当教員名

工藤 教孝（大学院経済学研究科）
Noritaka KUDOH

開講時限

春学期

火曜日３時限

office hour

By appointment

講義の目的
This course is designed to build your research ability by providing particularly important
methodological skills that are often used in modern macroeconomic research. In particular, we shall
focus on (1) difference equations for describing variables that evolve over time, and (2) dynamic
optimization methods for describing the optimal allocation over time.
到達目標
After this course, students should be able to (1) solve any system of difference equations; (2) solve any
dynamic optimizing problem using either by Lagrange method or by dynamic programming; and (3) read
and understand advanced textbooks and professional articles in the field of macroeconomics.
授業内容
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１

Introduction

２

Difference Equations: Linear Scalar Equations

３

Difference Equations: Nonlinear Equations and Linearization

４

Difference Equations: Linear Systems

５

Difference Equations: Nonlinear Systems

６

Dynamic Optimization: Finite Horizon

７

Dynamic Optimization: Infinite Horizon

８

Neoclassical Growth: Global Analysis

９

Neoclassical Growth: Local Analysis

10

Dynamic Programming: Basic Idea

11

Dynamic Programming: Functional Analysis

12

Dynamic Programming: Applications

13

General Equilibrium: Competitive Equilibrium

14

General Equilibrium: Extensions

15

Imperfect Competition

成績評価の方法と基準
There will be 5-7 take-home assignments during the semester. Each assignment will be graded. Your
course grade will be determined as the average of these grades. To pass the course, you must earn C or
above for each assignment. In each assignment, you are expected to demonstrate that you can solve
difference equations and dynamic optimization problems in the context of macroeconomics.
授業時間外学習の指示
There will be 5-7 take-home assignments. Each assignment consists of many (time-consuming)
questions. Some questions require computers.

教科書・参考書
Following textbooks are strongly related to my lecture plan:
Oded Galor, Discrete Dynamical Systems, Springer, 2010.
Jianjun Miao, Economic Dynamics in Discrete Time, MIT Press, 2014.
Reading list and other materials will be distributed at https://sites.google.com/site/gradmacro/
履修条件・関連する科目・注意事項
Prior to the semester, prospective students are strongly encouraged to read textbooks such as Simon and
Blume, Mathematics for Economists, Norton, 1994, or alike. To get ready for the course, be familiar with
constrained optimization, total differentiation, and matrix algebra.
Lectures of this course will be delivered entirely in English.

授業科目名

上級所得理論Ⅱ（２単位）
Advanced Macroeconomics II

科目区分

基礎科目

担当教員名

齊藤 誠（大学院経済学研究科）
Makoto SAITO

開講時限

office hour

秋学期 火曜日２時限
Autumn, Tue, 2nd period.

秋学期 火曜日４時限
Autumn, Tue, 4th period.

授業科目名

上級計量経済Ⅰ（２単位）
Advanced Econometrics I

科目区分

基礎科目

担当教員名

根本 二郎（大学院経済学研究科）
Jiro NEMOTO

開講時限

春学期

木曜日２時限

office hour

By appointment via email

講義の目的 (the purpose of this course)
The purpose of this course, taught in English, is to enable graduate students to apply what they
have so far learned in introductory, intermediate, and advanced macroeconomics to real-world
economies including Japanese and other advanced economies.

講義の目的
This course aims to enhance research ability by learning standard econometrics methods with their
statistical background. We deal with maximum likelihood method and generalized method of moments
based on concepts in probability theory and statistical inference.

到達目標 (the goal of this course)
The goal of this course is that graduate students feel comfortable with exploiting publicly available
macroeconomic data, and interpreting them by simple, but thoughtful macroeconomic models.

到達目標
Students who complete this course should:
・understand concepts of random variables
・explain the relationships among joint distribution, marginal distribution and conditional distribution.
・explain regularity conditions for law of large numbers and central limit theorem
・explain asymptotic distribution of random variables
・explain concepts of likelihood function
・explicitly write down the log-likelihood function, Fisher information matrix, and the test statistics for
some regression models
・explain properties of valid instrumental variables
・explain concepts of generalized methods of moments and the overidentifying restrictions
・explicitly write down the GMM criterion function, the covariance matrix of GMM estimator, and the
GMM based test statistics for some regression models

授業内容
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１

Mathematical tools which make your life much simpler

２

Ex-ante macroeconomic concepts and ex-post accounting concepts in macroeconomic data

３

The price level and relative prices in macroeconomic data and models

４

Labor markets (1): labor flows, Okun’s law, and Beverage curve

５

Labor markets (2): Phillips curve

６

Expectations and financial markets (1): nominal and real rates of interest, and bondpricing

７

Expectations and financial markets (2): stock pricing and bubbles

８

Dynamic models (1): growth accounts, Solow model, and over-accumulation

９

Dynamic models (2): Ramsey model

10

Dynamic models (3): Efficiency and inefficiency in dynamics

11

Open economy (1): long-run and short-run interest parity and purchasing power parity

12

Open economy (2): Marshall-Lerner condition

13

Two theories of the price level: the quantity theory and the fiscal theory

14

On fiscal dominance

15

Final exam

成績評価の方法と基準
Evaluated by submitted problem sets (50%) and an open-book final exam (50%)
授業時間外学習の指示
Attendants are expected to read every material before and after class, and to submit a problem set each
class.
教科書・参考書
Lecture notes and reading materials are distributed in class.
履修条件・関連する科目・注意事項
Hopefully, attendants have finished advanced macroeconomics I, microeconomics I, and econometrics I!

授業内容
１

Probability

２

Random variable

３

Probability distribution 1

４

Probability distribution 2

５

Multivariate probability distribution 1

６

Multivariate probability distribution 2

７

Law of large numbers

８

Central limit theorem

９

Matrix algebra

10

Maximum likelihood method 1

11

Maximum likelihood method 2

12

Maximum likelihood method 3

13

Generalized method of moments 1

14

Generalized method of moments 2

15

Generalized method of moments 3

成績評価の方法と基準
The course grade will be based on two problem sets (25% each) and a take home final examination
(50%). Students are asked to achieve the course objectives above to receive credit.
授業時間外学習の指示
Ungraded problem sets are available to help your self-study. Solutions will be delivered one week after
the problem set is handed out.
教科書・参考書
Cameron, A. C. and P. K. Trivedi, Microeconometrics: Methods and Applications, Cambridge Univ. Press,
2005.
Davidson, R. and J. G. MacKinnon, Econometric Theory and methods, Oxford Univ. Press, 2004.
履修条件・関連する科目・注意事項
Basic knowledge at the undergraduate level of statistics is expected. Students also should be familiar
with introductory matrix algebra and calculus.
This course will be taught in Japanese language.

授業科目名

上級計量経済Ⅱ （２単位）
Advanced Econometrics II

科目区分

基礎科目

担当教員名

CUI Weihan（名古屋大学大学院経済学
研究科）

開講時限

秋学期

金曜日４時限

office hour

By appointment

講義の目的
本講義では計量経済学の理論の解説を中心に行い、研究能力を育成することを目的とする。
The purpose of this course is to enhance research ability by learning econometric methods.
到達目標
授業終了時に学生は、既存文献における実証分析の主な手法を理解することができる。
The students are supposed to be able to comprehend the main methodologies of empirical analysis in
existing literature independently.
授業内容
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１

Introduction

２

Ordinary least squares

３

Probit and logit model

４

Two stage OLS

５

Difference in difference (1)

６

Difference in difference (2)

７

Propensity score matching

８

Generalized method of moments (1)

９

Generalized method of moments (2)

10

Instrumental variables

11

Quasi-nature experiment

12

Survival analysis (1)

13

Survival analysis (2)

14

Missing and censored data

15

Summary

成績評価の方法と基準
小レポート（40％）、期末レポート（60％）で評価する。合計 100 点満点で 60 点以上を合格要件とする
授業中に得た知識や概念を用いて既存文献における実証分析の手法について論述できることを合格の基準
とする。
授業時間外学習の指示
不定期に宿題を課すので、次回時に小レポートとして提出する。
教科書・参考書
必要に応じて、授業中に指示する。
履修条件・関連する科目・注意事項
上級計量経済Ⅰの履修が望ましいが、未履修でも受講可能。
This course will be taught in Japanese although reading materials are mainly in English.

授業科目名

上級数理経済Ⅱ （２単位）
Advanced Mathematical EconomicsⅡ

科目区分

基礎科目

担当教員名

立石 寛（大学院経済学研究科）
Hiroshi TATEISHI

開講時限

office hour

秋学期

金曜日３時限

金曜日５時限
質問には個別に対応する。

講義の目的
この講義では、離散動的最適化理論の基本事項を習得することによって、経済動学に現れる基本的な数理
構造について理解を深めることを目的とする。
This course aims to enhance the research ability on dynamic economics by acquiring fundamental
understanding of discrete dynamic optimization theory.
到達目標
授業終了時には学生は経済動学についての経済分析を執り行うことができる。

授業内容

授業科目名

上級政治経済学Ⅰ（２単位）
Advanced Political Economy I

科目区分

基礎科目

担当教員名

鍋島 直樹（大学院経済学研究科）
Naoki NABESHIMA

開講時限

秋学期

火曜日５時限

office hour

月曜日 16:30~17:30

講義の目的
この講義は、現代政治経済学の基本的枠組みを学ぶことによって、資本主義経済の基本的諸問題について
の研究能力を養うことを目的とする。
This course aims to enhance the research ability on fundamental issues of a capitalist economy by
learning the basic framework of radical political economy.
到達目標
現代政治経済学の分析枠組みにもとづき、資本主義経済の基本的諸問題について研究を進めるための能力
を習得する。
授業内容
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１

Introduction

１

新古典派経済学と政治経済学（１）――セイ法則と新古典派の見解

２

Metric Space and Normed Vector Spaces

２

新古典派経済学と政治経済学（２）――ケインズとマルクスのセイ法則批判

３

Metric Space and Normed Vector Space

３

貨幣と金融（１）――ケインズの「生産の貨幣理論」

４

The Contraction Mapping Theorem

４

貨幣と金融（２）――内生的貨幣供給理論

５

The Contraction Mapping Theorem

５

所得と雇用の決定（１）――有効需要の原理

６

The Theory of the Maximum

６

所得と雇用の決定（２）――ケインズの政策提案

７

The Theory of the Maximum

７

インフレーションとデフレーション（１）――コンフリクト理論

８

The Principle of Optimality

８

インフレーションとデフレーション（２）――賃金コスト・マークアップ理論

９

The Principle of Optimality

９

所得分配（１）――カレツキの独占度理論

10

Bounded Returns

10

所得分配（２）――カルドアのマクロ的分配理論

11

Bounded Returns

11

景気循環（１）――カレツキ＝カルドア型の非線形景気循環理論

12

Constant Returns to Scale

12

景気循環（２）――ミンスキーの金融的景気循環理論

13

Unbounded Returns

13

経済成長（１）――ローソンの経済成長モデル

14

Unbounded Returns

14

経済成長（２）――賃金主導型成長と利潤主導型成長

15

Euler Equations

15

まとめと評価

成績評価の方法と基準
レポートで評価する。C または C-評定以上を合格とする。離散経済動学モデルについて適切に分析できる
ことを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
毎回の授業前に教科書の指定箇所を読んでおくこと。
教科書・参考書
N.L. Stokey and R.E. Lucas, Jr. Recursive Methods in Economic Dynamics, 1989,Harverd University
Press
履修条件・関連する科目・注意事項
This course will be taught in Japanese.

成績評価の方法と基準
試験により評価する。60 点以上を合格要件とする。政治経済学に関する基本的な用語や概念を正しく理解
したうえで、資本主義経済の基本的諸問題について適切に説明できることを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
毎回の授業後に教科書やその他の参考文献を読み、知識や理解をさらに深めるよう努めること。
教科書・参考書
鍋島直樹『現代の政治経済学――マルクスとケインズの総合』（ナカニシヤ出版、2020 年）を教科書とし
て使用する。参考文献については講義中に指示する。
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。This course will be taught in Japanese.

授業科目名
科目区分
担当教員名

上級経済史Ⅰ （２単位）
Advanced Economic History I
基礎科目
小堀 聡（大学院経済学研究科）
Satoru KOBORI

開講時限

春学期

木曜日６時限

office hour

春学期火曜日１５時～１６時
質問は授業終了後にも受け付け
ます。

講義の目的
経済史にかんする基礎的研究能力を身につけるため、経済史の主要理論と世界経済の大まかな流れとを包
括的に理解する。
This course enhances research ability in economic history by acquiring fundamental understandings
about some theories and the course of world economic history.
到達目標
原始から現代にかけての世界経済史の諸理論および流れについて分かりやすく説明することができる。さ
らに、経済史についての知見を自らの研究課題の追究に活用することができる。

授業科目名

上級経済学史Ⅰ （２単位）
Advanced History of Economic Theories
Ⅰ

科目区分

基礎科目

担当教員名

松波 京子（南山大学他非常勤講師）
Kyoko MATSUNAMI

秋学期金曜日４時限

office hour

講義前後

講義の目的
本講義は、イギリスにおける経済学が社会経済的な要因といかに関連し展開してきたのかついて検討するこ
とによって、研究能力を育むことを目的とする。This course enhances Research Ability by studying and
discussing relation between Economics and socio-economic factors in UK.
到達目標
イギリスにおける経済学の発展の背景には、社会経済的な要因も関係していることを説明することができ
る。
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授業内容

授業内容

１

ガイダンス

１

イントロダクション

２

市場のない経済・資本のない経済

２

イギリス史の概説

３

経済発展の諸要因（１）
：自然

３

イギリス経済学史の概説

４

経済発展の諸要因（２）
：精神と制度

４

アダム・スミスの経済政策思想

５

経済発展の諸段階

５

穀物自由貿易の経済思想

６

古代文明―貢納制から奴隷制へ

６

古典派経済学と貧困問題

７

中世ヨーロッパ―封建制

７

ミル親子と植民地

８

大航海時代から重商主義へ

８

ベンサム・ミルと税制改革

９

産業革命―イギリスから後発国へ

９

ジェヴォンズと改革の時代

10

資本主義世界経済の形成

10

救貧法から福祉国家へ

11

帝国主義―パックス・ブリタニカからパックス・アメリカーナへ

11

ワーグナーの財政思想

12

社会主義経済―形成から崩壊まで

12

政策におけるケインズ革命

13

戦後「先進国」の経済―高度成長から低成長へ

13

福祉国家システムの構築

14

東アジアの経済発展―その歴史的背景

14

カルドアとサッチャーの経済的帰結

15

まとめ

15

総括

成績評価の方法と基準
中間レポート（1,200 字程度：25%）＋ 期末レポート（6,000 字程度：75%）で評価。総合評価で C また
は C-評点以上を合格要件とする。
レポート課題はいずれも講義内容に関連する書評である。書籍の内容や関連する論点について、授業中に得
た知識や概念を用いて論述できることを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
講義レジュメを NUCT 経由で事前に配布するので、予め目を通してきた上で出席すること。また、毎回の
授業中に紹介する参考文献を積極的に読むこと。
教科書・参考書
参考書 金井雄一・中西聡・福澤直樹編『世界経済の歴史』名古屋大学出版会、2010 年
※とくに解説および第 14 章を参考にする。参考書ですので、購入するか否かは自由です。
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。This course will be taught in Japanese. You can however make your midterm and
term papers in English.

開講時限

成績評価方法
担当文献の報告（50％）、及び議論への参加等（50％）によって評価する。それぞれについて C または C- 評
定以上を合格要件とする。
授業時間外学習の指示
報告者は担当する文献を精読し、レジュメを作成すること。報告者以外は、講義で扱う文献を事前に読了し
ておくこと。
教科書・参考書
（参考書）西沢 保、服部正治、栗田啓子『経済政策思想史』（有斐閣、1999 年）
上記以外に必要な場合は、講義中に知らせます。
履修条件・関連する科目・注意事項
指定された文献を読み、報告及び議論によって授業が行われます。初回の講義で報告分担を決めるので、履
修希望者は初回講義に出席すること。高校レベルの世界史の知識を要します。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

価格理論Ⅰ（２単位）
Microeconomics I

科目区分

基礎科目

担当教員名

田村 彌（大学院経済学研究科）
Wataru TAMURA

開講時限

春学期

土曜日１時限

office hour

月曜 12:00-13:00
(NUCT 上で質問対応します)

講義の目的
この授業は、最新の応用研究を理解・評価するために必要となる基礎知識を身に着けるとともに、ミクロ経
済学の道具を用いて現代の経済社会の諸問題を分析する能力を育むことが目的である。
This course provides graduate students with the basic knowledge required to understand and evaluate
current applied research and the skills required to apply microeconomic tools to problems in modern
economic societies.
到達目標
需要と供給の考え方を用いて市場の諸現象を理解・解釈し、ミクロ経済学的な観点に基づき競争市場におけ
る消費者や生産者の行動を分析できることを到達目標とする。
Graduate students will be able to understand and interpret market phenomena in terms of demand and
supply and analyze consumer/producer behaviors in competitive markets from microeconomic
perspectives.
授業内容
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１

市場のデータを見てみよう

２

経済学の原理と方法

３

最適化と限界原理の考え方

４

需要と供給

５

データ分析の方法

６

消費者とインセンティブ

７

需要曲線

８

生産者とインセンティブ

９

供給曲線

10

完全競争市場の供給

11

完全競争と見えざる手

12

課税や規制の効果

13

生産要素市場

14

応用ミクロの紹介

15

まとめ

成績評価の方法と基準
宿題 (40%)・レポート (60%)で評価する。それぞれについて、以下の合格基準を満たすことを合格要件とす
る。
各項目の合格基準
宿題：締め切り前の提出が 80%以上。
レポート：ミクロ経済学の基礎的な考え方を応用して現実の市場について分析できること。

授業時間外学習の指示
毎回の授業前に教科書の該当ページを読み、疑問を用意する。ほぼ毎週、宿題を課すのできちんと取り組む。
教科書・参考書
授業はアセモグル／レイブソン／リスト・ミクロ経済学 東洋経済新報社 (2020 年春に出版見込み) に沿っ
て進める。英語に抵抗がない学生には英語版の Acemoglu, Laibson, List, Microeconomics (もしくは
Economics), Second Edition を勧める。
より入門向けの参考書として
・安藤至大『ミクロ経済学の第一歩』 有斐閣ストゥディア 2013 年
数学に抵抗がない受講生向けの参考書として
・レヴィット・グールズビー・サイヴァーソン『レヴィット・ミクロ経済学基礎編』 東洋経済新報社 2018
年
・神取道宏『ミクロ経済学の力』 日本評論社 2014 年
（講義資料はすべて NUCT 等を通じてオンライン配布するため、教科書を購入する場合も Kindle などの電
子書籍のほうが便利です）
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。また「所得理論Ⅰ」および「エコノメトリクスⅠ」を同時に履修することを強く勧め
る。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

価格理論Ⅱ（２単位）
Microeconomics II

科目区分

基礎科目

担当教員名

中村 さやか（大学院経済学研究科）
Sayaka NAKAMURA

開講時限

秋学期

月曜日６時限

office hour

講義終了後。質問は講義中も随
時受け付ける。電子メールでの
質問も可。

講義の目的
価格理論 I で扱われた内容をもとに、不確実性の下での経済主体の行動、ゲーム理論、独占市場や寡占市
場における企業行動と資源配分、外部性等のミクロ経済学の重要なトピックについて学ぶ。経済学の基礎
知識を確実に習得し、現代の経済社会が直面する諸課題へミクロ経済学が示す解決策を学び、研究能力を
育むことを目的とする。
Building on materials covered in Microeconomics I, students will learn important topics in
microeconomics, including behavior of economic entities under uncertainty, game theory, firm behavior
and resource allocation under monopoly and oligopoly, and externalities. This course enhances research
ability.
到達目標
 不確実性や外部性の下での経済主体や独占市場や寡占市場の企業について、最適化行動を定式化し、
最適解を導き、結果として生じる資源配分や余剰を求めることができる。
 ゲーム理論の基本概念を理解し、単純なゲームのナッシュ均衡を求めることができる。

授業科目名

所得理論Ⅰ（２単位）
Macroeconomics I

科目区分

基礎科目

担当教員名

森田

雄一（名古屋市立大学）

２

経済循環と国民経済計算

３

消費と貯蓄の決定

４

財の総需要と総供給

独占１：独占企業の行動・独占の非効率性・独占への規制

５

投資の決定

４

独占２：自然独占・価格差別

６

貨幣の需要と供給①

５

ゲーム理論１：ナッシュ均衡

７

貨幣の需要と供給②

６

ゲーム理論２：逐次手番ゲームと混合戦略

８

IS－LM 分析と財政・金融政策の効果①

７

ゲーム理論３：ゲーム理論のさまざまな応用

８

テスト１

不確実性１：不確実性の下での予算制約・選好

２

不確実性２：不確実性の下での選択と保険・投資
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３

９

IS－LM 分析と財政・金融政策の効果②

10

失業と物価①

９

テスト１の復習

10

寡占１：クールノー・ゲームと談合

11

失業と物価②

11

寡占２：シュタッケルベルク・ゲームとベルトラン・ゲーム

12

経済成長論

12

外部性１：外部性の非効率性・コースの定理

13

数学付録①

13

外部性２：外部性の内部化・共有地の悲劇

14

数学付録②

14

テスト２

15

テスト

テスト２の復習

15

成績評価の方法と基準
テスト 1（30％）とテスト 2（70％）により評価する。それぞれについて C－ 評定以上を合格要件とする。
授業時間外学習の指示
毎回の授業前に講義資料と教科書の指定箇所を読んでおくこと。
教科書・参考書
ヴァリアン,『入門ミクロ経済学 原著第 9 版』勁草書房, 2015 年.
（原著：Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, Ninth International Student
Edition, W. W. Norton & Company, 2014）
履修条件・関連する科目・注意事項
前期に開講される価格理論 I の続きである。高校数学程度の微分と価格理論 I と同程度のミクロ経済学の
理解を前提とする。This course will be taught in Japanese.

月曜日６時限

office hour

講義終了後の対応

授業内容
マクロ経済学とは？

１

春学期

講義の目的
マクロ経済学の基礎的な概念（GDP、利子率、雇用、物価等）およびその決定メカニズムを理解し、現実
経済における諸問題を考えるための能力を養う。
This lecture provides an overview of macroeconomic issues: the determination of output, interest
rates, employment, and inflation. This course enhances Applicable Ability.
到達目標
この講義を履修した学生は、経済政策の効果を論理的に把握し、日本経済の状態を予測するための基礎能
力を身に付けることが期待される。その結果メディアで論じられるような現実経済で起こっている様々な問
題について、経済学的な考え方に即した自らの考え方を提示することが可能になる。

１

授業内容

開講時限

成績評価の方法と基準
授業中に行われる小テスト２回（30％）と期末テスト（70％）により評価する。
それぞれのテストの中で問われることになる、マクロ経済学に関する基本的な概念を正しく把握し、政策
の効果を正しく理解することが合格の基準となる。
授業時間外学習の指示
授業を受けるにあたっては、前もって教科書の該当箇所を読むこと
教科書・参考書
（教科書）竹内信仁・柳原光芳「スタンダードマクロ経済学」中央経済社
（参考書）斎藤誠・岩本康志・太田聰一・柴田章久「マクロ経済学」有斐閣
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。日本語のみで開講する。This course will be taught in Japanese.

授業科目名

所得理論Ⅱ（２単位）
Macroeconomics II

科目区分

基礎科目

担当教員名

柳原 光芳（大学院経済学研究科）
Mitsuyoshi YANAGIHARA

開講時限

office hour

秋学期

水曜日６時限

水曜日 16:30~18:00
研究室等で質問を受け付ける。

講義の目的
世代重複モデルを基礎から学び，その分析手法を身につけることを目的とします。理論的に経済の発展過
程を理解できる能力を養い，自分自身が関心を持つマクロ経済の問題を解決するためのマクロモデルが構
築できるような応用能力を育みます。
The objective of this course is to learn the overlapping generations model for obtaining the basic
analytical skills. This course contributes to develop applicable ability in building macroeconomic model
thorough understanding the process of economic development.
到達目標
現在，自分自身が置かれている経済環境が過去の経済活動の蓄積により支えられ，かつ，現在の経済活動
が将来の経済環境を決定するというメカニズムを的確に理解する。その理解をもとに，自分自身が解決を
図りたい経済の問題について，論理的かつ実証的にその解決策を提示することができる。
授業内容

授業科目名

エコノメトリクスⅠ（２単位）
Econometrics I

科目区分

基礎科目

担当教員名

中村 さやか（大学院経済学研究科）
Sayaka NAKAMURA

開講時限

春学期

木曜日６時限

office hour

講義終了後。質問は講義中も随
時受け付ける。電子メールでの
質問も可。

講義の目的
ミクロ計量経済学の分析手法のうち、古典的回帰分析の基礎を習得し、研究能力を育むことを目的とする。
最小二乗法の推定値の導出や統計的検定に加え、推定値が望ましい性質を持つ前提条件を理解することを
重視する。
In this course students learn the basics of classical ordinary least squares (OLS) regression analysis.
The emphasis is on understanding the assumptions underlying OLS models. This course aims at
mastering the basics of microeconometric analysis and enhancing research ability.
到達目標
 最小二乗法の推定値の導出や統計的検定、及び推定値の不偏性に必要な前提条件について説明できる。
 最小二乗法を用いた実証研究に対して、推定の前提条件のその研究における成否を判断し、データ、
推定モデル、推定結果の解釈等を批判的に理解できる。
授業内容
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１

離散的動学マクロモデルで必要とされる数学（１）

１

計量経済学と経済データの特質

２

離散的動学マクロモデルで必要とされる数学（２）

２

単回帰モデル (1)： 定義、推定値の導出、推定値の特性

３

マクロ経済学の基本的な考え方

３

単回帰モデル (2)： 測定単位と関数形、推定値の不偏性

４

経済の循環

４

単回帰モデル (3)： 推定値の分散

５

世代重複モデル（１）家計行動（１）

５

重回帰分析 (1)：

動機、推定方法と解釈

６

世代重複モデル（２）家計行動（２）

６

重回帰分析 (2)：

推定値の不偏性

７

世代重複モデル（３）企業行動

７

テスト１

８

世代重複モデル（４）経済の短期均衡

８

テスト１の復習

９

世代重複モデル（５）経済の長期均衡

９

重回帰分析 (3)：

10

復習（１）

10

重回帰モデルにおける統計的推論 (1)：

推定値の標本分布

11

世代重複モデル（６）競争均衡と安定性

11

重回帰モデルにおける統計的推論 (2)：

ｔ検定

12

世代重複モデル（７）動学的効率性と黄金律

12

OLS の漸近性・ダミー変数

13

世代重複モデル（８）社会最適

13

不均一分散・測定誤差

14

世代重複モデル（９）競争均衡，課税と最適性

14

テスト２

15

復習（２）

15

テスト２の復習

成績評価の方法と基準
講義内で課される２回のレポートで評価し， C－（あるいは C）評定以上を合格要件とする。
授業時間外学習の指示
適宜授業の後に提示される，授業内容に関する練習問題に取り組むこと
教科書・参考書
David de la Croix and Philippe Michel, “A Theory of Economic Growth: Dynamics and Policy in
Overlapping Generations,” Cambridge University Press, 2002, ISBN 0521001153
履修条件・関連する科目・注意事項
経済学部のマクロ経済学とミクロ経済学の履修，あるいはそれと同程度の理解があること，また経済学で
必要とされる基礎的な数学（微分，偏微分など）を習得していることが望ましいが，未履修でも受講可能。
This course will be taught in Japanese.

推定値の分散

信頼区間、F 検定

成績評価の方法と基準
テスト 1（30％）とテスト 2（70％）により評価する。それぞれについて C－ 評定以上を合格要件とする。
授業時間外学習の指示
毎回の授業前に講義資料と教科書の指定箇所を読んでおくこと。
教科書・参考書
Wooldridge JM, 2020. AE Introductory Econometrics: A Modern Approach, 7th Edition, Cengage
Learning, ISBN-13: 9789814866088 | ISBN-10: 9814866083
履修条件・関連する科目・注意事項
初等統計学の知識を前提とする。
教科書（北米版ではなく廉価なアジア版）を割引価格にて大学生協で販売予定である。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

エコノメトリクスⅡ（２単位）
Econometrics II

科目区分

基礎科目

担当教員名

CUI Weihan（名古屋大学大学院経済学
研究科）

開講時限

office hour

秋学期
木曜日６時限

By appointment

講義の目的
本講義の目的はエコノメトリクスの基礎的な理論を学習することによって実証分析における研究能力を育
成することにある。
The objective of this course is to prepare students with research ability for empirical analysis by
learning fundamental theories of econometrics.
到達目標
授業終了時に学生は、独自で実証分析を行うことができる。
The students are supposed to be able to accomplish empirical analysis independently.
授業内容

授業科目名

国際経済 B（２単位）
International Economics B

科目区分

専門科目

担当教員名

柳瀬 明彦（大学院経済学研究科）
Akihiko YANASE

開講時限

秋学期

office hour

By appointment

講義の目的
This course offers materials in international trade theory under imperfect competition. The goal is to
enhance students’ research ability by complete understanding of basic models of international trade and
their applications.
到達目標
Students will be able to understand the basic models of international trade under imperfect competition;
they can understand the basic structure of each model and mechanism at work. Students will also be
able to read research articles that are applications of the basic models, and to construct and analyze
models on their own.
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１

Introduction

２

Multiple regression analysis with dummy variables

１

Introduction and preliminaries

３

Heteroskedasticity

２

Preliminaries: Monopolistic competition

４

Weighted least square estimation

３

Preliminaries: Oligopoly

５

Data issues

４

Review of trade models under perfect competition

５

Monopolistic competition and international trade: Basic model

授業内容

６

Time series fundamentals: The nature of data

６

Time series fundamentals: Hypotheses

Monopolistic competition and international trade: Firm heterogeneity

７

７

International Oligopoly: Third market model

８

Serial correlation (1)

８

International Oligopoly: Reciprocal market model

９

Serial correlation (2)

９

General oligopolistic equilibrium: Preliminaries

10

Panel data: Two-period panel data analysis

10

Trade in general oligopolistic equilibrium

11

Panel data: Fixed effect

12

Panel data: Random effect

13

Instrumental variables

14

Two stage least squares

15

Summary

成績評価の方法と基準
小レポート（40％）、期末レポート（60％）で評価する。合計 100 点満点で 60 点以上を合格要件とする。
エコノメトリクスの基礎的な理論について、授業中に得た知識や概念を用いて論述できることを合格の基
準とする。
授業時間外学習の指示
不定期に宿題を課すので、次回時に小レポートとして提出する。
教科書・参考書
Wooldridge JM., 2016. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 6th edition.
履修条件・関連する科目・注意事項
エコノメトリクスⅠの履修が望ましいが、未履修でも受講可能。
This course will be taught in Japanese although reading materials are mainly in English.

月曜日５時限

11

Trade policy under imperfect competition

12

Foreign direct investment

13

Applications of basic models

14

Other topics (trade and the environment, trade and growth, economic geography, etc.)

15

Summary and Evaluation

成績評価の方法と基準
Participation in class, submission of homework assignments (30%), and final exam (70%). Evaluation is
based on total score, and students are required to get 60% or higher to pass. Both for homework and
exam, students should correctly prove propositions or derive equations in the model by using knowledge
and tools discussed in the class.
授業時間外学習の指示
Students should spend their time on review after the class (going through the material and references,
doing computation of models on your own, etc.).
教科書・参考書
To be announced in the class.
履修条件・関連する科目・注意事項
Students should be familiar with basics in undergraduate-level microeconomics and noncooperative
game theory.

授業科目名

公共経済 B（２単位）
Public Economics B

科目区分

専門科目

担当教員名

玉井 寿樹（大学院経済学研究科）
Toshiki TAMAI

開講時限

秋学期

火曜日３時限

office hour

火曜日 4 時限目
（質問方法：E-mail）

講義の目的
公共経済学の最新研究のうち、租税、政府支出、国債及び社会保障に関する動学的分析について解説し、公
共経済学の発展的な内容への理解を深めるとともに、研究手法を修得し、研究能力を身に着けることを目的
とする。
This course deals with the recent dynamic studies of taxation, public expenditure, public debt, and social
security. It also enhances the development of students’ skill in advanced method of dynamic analysis in
the field of Public Economics.
到達目標
公共経済学の主要課題について理解し、最新の研究動向及び知見をわかりやすく説明することができる。
At the end of the course, participants are able to explain the research trend and understand key issues
related to Public Economics.
授業内容
Introduction
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１

イントロダクション

２

租税・政府支出と経済成長(1) Taxation and Government Expenditure in a Growing Economy (1)

３

租税・政府支出と経済成長(2) Taxation and Government Expenditure in a Growing Economy (2)

４

租税・政府支出と経済成長(3) Taxation and Government Expenditure in a Growing Economy (1)

５

租税・政府支出と経済成長(4) Taxation and Government Expenditure in a Growing Economy (2)

６

国債と経済成長(1) Debt in a Growing Economy (1)

７

国債と経済成長(2) Debt in a Growing Economy (2)

８

前半のまとめ

９

国債と経済成長(3) Debt in a Growing Economy (3)

10

国債と経済成長(4) Debt in a Growing Economy (4)

11

社会保障と経済成長(1)

Social Security in a Growing Economy (1)

12

社会保障と経済成長(2)

Social Security in a Growing Economy (2)

13

社会保障と経済成長(3)

Social Security in a Growing Economy (3)

14

社会保障と経済成長(4)

Social Security in a Growing Economy (4)

15

後半のまとめ

Summary (1)

Summary (2)

成績評価の方法と基準
報告（50%）及び期末レポート（50%）で評価し、それぞれについて｢C−｣評定以上を合格要件とする。
Your final grade will be calculated according to the following process: Presentation 50% and Term paper
50%. To pass, students must obtain a pass grade, C-, for each criterion.
公共経済学における最新の知見について適切に説明できること、公共経済学の発展的な概念や分析手法を正
しく理解していることを合格の基準とする。
To obtain the pass grade, the students must be able to explain the research trend and knowledge of

public economics appropriately with understanding of the advanced research methods the research
field.
授業時間外学習の指示
毎回の授業前に指定された論文を読んでおくこと。
Students are expected to read the assigned reading papers before every class starts.
教科書・参考書
Hindriks, J. and G.D. Myles, Intermediate Public Economics (2nd ed.), 2013, MIT Press.
Atkinson, A.B. and J.E. Stiglitz, Lectures on Public Economics (Updated ed.), 2015, Princeton
University Press.
履修条件・関連する科目・注意事項
ミクロ経済学を履修済みであることが望ましい（未履修でも受講可能）。基本的な数学の知識（線形代数・
解析学）を必要とする。
Basic knowledge of Mathematics (Linear algebra and Mathematical analysis) and Microeconomics for
undergraduates are required. This course will be taught in Japanese. The course materials are provided
in English.

授業科目名

経済政策 B（２単位）
Economic Policy B

科目区分

専門科目

担当教員名

萬行 英二
(大学院経済学研究科附属国際経済政策研
究センター)
Eiji MANGYO

開講時限

春学期

火曜日４時限

office hour

By appointment. Please bring
questions to a meeting set by
appointment.

講義の目的
This course enhances Research Ability by learning how previous good empirical studies in
development/health/labor economics established causality rather than just correlation.（開発、健康およ
び労働経済における優れた文献が、どのように、因果関係を実証しようとしているか知見を得ることを目標
とする：研究能力の向上を目標とする講義。）
到達目標
Students are expected to understand the difference between correlation and causality and to have
decent knowledge about research designs and econometric methods taken by previous good studies in
economics to establish causality.（本コース終了時に学生は、相関と因果関係の違いを理解し、既存文献が
因果関係を立証するために行っているリサーチ・デザインや計量経済の手法について知識を得ることができ
る。）
授業内容
１
２
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３
４
５
６
７

Human capital issues 1: Health and development（人的資本１：健康と開発）
Human capital issue 2: Return to health (Econometric identification problems 1)
（人的資本２：健康への投資：実証研究で問題となるポイント１）
Human capital issue 3: Return to education (Econometric identification problems 2)
（人的資本３：教育への投資：実証研究で問題となるポイント２）
Human capital issue 4: Return to education (Econometric identification problems 3)
（人的資本４：教育への投資：実証研究で問題となるポイント３）
The effect of income on health: a welfare program in the US
（所得が健康に与える影響：米国における福祉プログラム）
The effect of income on health: lottery prizes as an exogenous source of income variation
（所得が健康に与える影響：外生的所得変動としての宝くじ賞金）
The relative income hypothesis（相対所得仮説）

12

The effect of macroeconomic shock on health and education
（マクロ経済ショックが健康や教育に与える影響）
The effect of environment on health: early-life exposure to polluted air
（環境が健康に与える影響：生後すぐに大気汚染に晒される影響）
The effect of international child sponsorship on adult life outcomes
（途上国の子供に対するスポンサーシップ・プログラムが、教育や成人後の雇用に与える影響）
The effect of early-life food shortage on later adult health
(胎児期の食料不足が成人後の健康に与える影響)
Ethnic complementarities in mathematics research productivity
（数学研究の生産性において共著者が共通の文化や言語を持つと生産性の向上につながるか）

13

The effect of parental time on infant health（両親の労働時間が乳児の健康に与える影響）

14

The effect of a large-scale school construction program on education and wages
（大規模学校建設プログラムが教育と賃金に与える影響）

15

The role of gene-environment interactions（遺伝子と環境の相互作用）

８
９
10
11

成績評価の方法と基準

To measure the level of understanding on the concepts covered in the course, the following assignments
will be given: class presentation on a previous study (50%) and term paper (to summarize a previous
study’s contributions to the literature) (50%). To pass this course, (1) class presentation needs to clearly
explain how a previous study of her/his choice established causality and (2) term paper makes clear the
contributions of a previous study of her/his choice to the literature.
下記を判断材料として学生の学習到達度を評価。既存文献のプレゼンテーション（５０％）学期末レポート
（既存文献の学術的貢献をまとめる）（５０％）。合格要件は、（１）プレゼンテーションにおいては、既存
文献がどのように因果関係を立証しているか明確に説明できることとし、（２）期末ペーパーでは、既存文
献が果たした学術的貢献を明確にすることとする。
授業時間外学習の指示
Students are expected to complete required reading specified in the course syllabus. （シラバスに指定さ
れた必読文献を読む。）
教科書・参考書
Reading materials are listed in the course syllabus to be distributed in the first lecture.（講義で議論する
文献は講義初日に配布するシラバスにリストされている。
）
履修条件・関連する科目・注意事項
Prerequisites: Basic microeconomics, Basic statistics, Introductory econometrics including fixed-effects
and instrumental-variable estimations. Reference: Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern
Approach, Chapter 14 (fixed-effects estimation) and Chapter 15 (Instrumental-variable estimation).
This course will be taught in English.

授業科目名

農業経済 B（２単位）
Agricultural Economics B

科目区分

専門科目

担当教員名

園田 正（大学院経済学研究科）
Tadashi SONODA

開講時限

office hour

春学期

月曜日２時限

月曜日１時限
（研究室で質問に応じる）

講義の目的
本講義では，様々な生産関数の推定法と技術効率の測定法を学び，農業経済学における生産分析の基礎的・
発展的方法を理解することを目的とする。
To understand basic and advanced methods for production analysis in agricultural economics, this
course aims to introduce various methods for estimating production functions and measuring technical
efficiency.
到達目標
・生産関数の推定において投入量変数が内生性をもつ原因を理解する。
・投入量変数の内生性の問題への対処法がどのように発展してきたかを理解する。
・技術効率の意味を理解し，その測定法を理解する。
授業内容
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１

イントロダクション

２

生産技術の理論的特徴

３
４
５

授業科目名

労働経済 B（２単位）
Labor Economics B

科目区分

専門科目

担当教員名

工藤 教孝（大学院経済学研究科）
Noritaka KUDOH

開講時限

春学期

office hour

By appointment

講義の目的
This course is designed for 2nd year graduate students to build their research ability in the field of
macro-labor economics. The course focuses on the long-run issues such as (1) technological progress and
unemployment; and (2) wage inequality.
到達目標
After this course, students should be able to (1) understand the frontier of research in the field of
unemployment and inequality in the long run; (2) write their own computer codes to replicate existing
quantitative results found in professional articles; and (3) develop their own research.
授業内容
１

Dynamic Optimization in Continuous Time

２

Economic Growth: Technological Change

３

Economic Growth: Product Variety

４

Economic Growth: Directed Technological Change

最小二乗法の集計データへの適用とその問題点

５

Equilibrium Unemployment

最小二乗法の集計データへの適用とその問題点（続き）

６

Equilibrium Unemployment

投入量の内生性への対応①（パネルデータ分析）

７

Unemployment with Job Heterogeneity

８

Growth and Unemployment

６

投入量の内生性への対応②（操作変数法）

７

投入量の内生性への対応③（一般化積率法）

８

投入量の内生性への対応③（一般化積率法：続き）
投入量の内生性への対応④（proxy 法 (1)）

11

Growth and Unemployment

９

12

Firm Heterogeneity

10

投入量の内生性への対応④（proxy 法 (2)）

13

Firm Heterogeneity and Wages

11

投入量の内生性への対応④（proxy 法 (3)）

14

Firm Heterogeneity and Unemployment

12

技術効率性の計測①

15

Growth and Unemployment with Firm Heterogeneity

13

技術効率性の計測②

14

技術効率性の計測③

15

総復習

成績評価の方法と基準
評定は期末試験の素点に基づいて行う。
授業時間外学習の指示
毎回の講義後に，講義内容について復習を行い，講義全体の中での位置づけを確認するなどすること。
教科書・参考書
必要に応じて授業中に指示する。
履修条件・関連する科目・注意事項
基本的な計量経済学とミクロ経済学の知識をもつことを前提とする。

金曜日３時限

９

Growth and Unemployment

10

Growth and Unemployment

成績評価の方法と基準
There will be 2 or 3 take-home assignments, in which students are asked to replicate theoretical and
quantitative results in articles discussed in class. To pass the course, you should earn C or above for
each assignment. Quantitative questions require computational packages such as Mathematica
(commercial) and Maxima (free of charge).
授業時間外学習の指示
There will be 2 or 3 take-home assignments. Each lecture is based on a particular article, and students
need to read each paper in advance of each class.
教科書・参考書
Christopher A. Pissarides, Equilibrium Unemployment Theory, 2nd edition, MIT press, 2000.
Daron Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth, Princeton University Press, 2009.
For more information, visit https://sites.google.com/site/gradlaborb/
履修条件・関連する科目・注意事項
I will assume that you are familiar with dynamic optimization.
Students need to install some (free) computational packages such as Maxima in your computer.
Lectures of this course will be delivered entirely in English.

授業科目名

産業組織 B（２単位）
Industrial Organization B

科目区分

専門科目

担当教員名

花薗 誠（大学院経済学研究科）
Makoto HANAZONO

開講時限

office hour

秋学期

金曜日５時限

アポイントメント又はメール

講義の目的
産業組織論で近年重要度の高まっている消費者探索の研究を概観し、このトピックに関連するテーマで論文を執筆
するために必要な知識を習得することを目的とする。
The purpose is to overview the development of the study of consumer search, which has been important
in Industrial Organization, and to acquire knowledge for doing research on the related theme.
到達目標
消費者探索の理論の概要を理解し、わかりやすく説明することができる。
比較的最近の研究論文を読みこなし、新しい論点を見出すことができる。
授業内容

授業科目名

財政 B（２単位）
Public Finance B

科目区分

専門科目

担当教員名

齋川 浩司（国際経済政策研究センター）
office hour
Koji SAIKAWA

開講時限

木曜日５時限

講義終了後又は随時予約

講義の目的
この講義では、税・社会保障・地方財政など財政政策についての基本的な知識を題材として提供します。
日本が直面する政策課題について議論することを通じて、自主的探究力を育成することを目的とします。
This course provides students with some materials of various public finance policy issues, including
tax, social security, and local government finance. The purpose of this course is to enhance voluntary
exploration ability through discussing the policy issues facing Japan.
到達目標
各種課題について多面的に検討することを通じ、政策の分析及び立案能力を涵養する。

授業内容
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１

Introduction

１

（租税概論）租税原則と租税体系

２

Search for Prices (Stigler)

２

（所得課税）所得の意義

３

Diamond Paradox (Diamond)

３

（所得課税）最低限の生活と所得税

４

Classic Price Dispersion 1: firm heterogeneity (Reinganum)

４

（所得課税）働き方の変化と所得税

５

Classic Price Dispersion 2: consumer heterogeneity (Varian)

５

（所得課税）金融所得課税の現状と課題

６

Information Gatekeepers (Baye and Morgan)

６

（法人課税）法人税の性質と各種事業体の課税

７

Pandora Problem (Weitzman)

７

（法人課税）税務会計と企業会計

８

Search for Matching (Wolinsky)

８

（国際課税）国際的二重課税調整

９

Prominence in Consumer Search (Armstrong, Vickers and Zhou)

９

（消費課税）消費税の歴史と理論

10

Summary of Empirical Studies

10

（租税概論）新たな分野の経済活動と税

11

Student Paper Presentation

11

（社会保障論）財政の現状・年金制度のあり方

12

Student Paper Presentation

12

（社会保障論）子育て支援制度の現状と課題

13

Student Paper Presentation

13

（地方財政）国と地方との財源配分・地方交付税制度

14

Student Paper Presentation

14

（地方財政）固定資産税制度の現状と課題

15

Student Paper Presentation

15

予備・まとめ

成績評価の方法と基準
演習（50％）、レポート（50％）。演習はグループによる論文報告による。レポートは研究のプロポーザル（A4
で 3-5 ページ）。到達目標にかんがみ、それぞれ C または C-評価以上を合格基準とする。
授業時間外学習の指示
各講義の題材となっている論文や書籍を初回に指定し、それを予習、復習時に読むこと。
教科書・参考書
初回に文献リストを配布する。
履修条件・関連する科目・注意事項
上級価格理論 I,II の履修が望ましい。講義は日本語で行う。This course is offered in Japanese.

春学期

成績評価の方法と基準
講義内で 2 回課すレポートをもとに、評価する。「C または C⁻」評定以上を合格要件とする。
授業で得た知識をもとに、論述できることを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
講義では、各種制度や政策の論点を指摘するので、各自、授業後に私見をまとめること。
教科書・参考書
教科書は使用しない。毎回の授業で講義資料を配付する。参考書については講義の中で紹介する。
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。This course will be taught in Japanese.

授業科目名

金融 B（２単位）
Money and Finance B

科目区分

専門科目

担当教員名

齊藤 誠（大学院経済学研究科）
Makoto SAITO

開講時限

office hour

春学期

火曜日２時限

火曜日４時限

講義の目的
本講義では、古今東西の通貨と信用の歴史を振り返る作業を踏まえて、現代の金融の諸課題（たとえば、
非常に攻撃的な量的金融緩和、暗号通貨の普及、金融危機の予防と対応など）を解明する視座を得ること
を目的とする。
This lecture devotes its two thirds to a history of credits and currencies in both western and
eastern countries including Japan, and the remaining one third to discussions of current policy issues,
including cryptocurrencies, quantitative easing, and financial crises, in the historical contexts.
到達目標
受講生が、金融史、経済史にかかわる理論的、実証的な研究を深いレベルで理解するとともに、そこか
ら得た知見を現在の金融制度や金融行政、あるいは、金融政策へ応用できる能力を養う。
授業内容
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１

人間関係のなかにある金融：約束と信用、貨幣の聖俗、信用の膨張と抑制

２

共同体における交換と信用：信用なき物々交換と略奪、信用と貨幣の螺旋階段、記憶としての貨幣

３

銀行の誕生：譲渡可能な預金、預託から預金へ、口頭の約束から文書の契約へ

４

信用創造：信用を超越する信用、株式会社の誕生、中央銀行の誕生、バブル狂騒曲、国家の金融か
ら産業の金融へ

５

越境する通貨と信用：外国為替手形、金本位制の栄光と挫折、基軸通貨、非常時の外国為替

６

銀の世界、金の世界：新大陸の銀と価格革命、金本位制度とゴールドラッシュ、19 世紀米国の通
貨論争、貨幣数量説の起源

７

中央銀行の形：決済のプラットフォーム、最後の貸し手、物価の安定と経済の安定、セニョリッジ

８

貨幣と信用の日本史：古代の貨幣と信用、中世の信用と徳政、戦国時代の国際金融、江戸時代金融
の爛熟、戦争と金融、沖縄返還と通貨

９

利子をめぐる攻防：近代のための神学に向けて

10

破約に対する過酷と寛容：返済をめぐるモラルとペナルティー

11

証券取引の風景：店頭の取引、取引所の取引

12

デリバティブの世界：「信用を超越した信用」を超越する信用

13

金融史から見た暗号通貨の世界：暗号通貨は信用貨幣なのか、鋳貨なのか

14

金融史から見た金融危機への対応：危機における人間たち

15

金融史から見た攻撃的な量的緩和政策：量的緩和による信用創造の限界、負の金利政策の帰結

成績評価の方法と基準
毎回、講義に即した小テストを宿題に課すとともに、学期の最後に提出期限 1 週間を目途とした持ち帰
りの試験を課す。
評価については、講義ごとに提出してもらう小テスト（40%）、期末レポート（60%）で評価する。全体
として、C–評点以上を合格要件とする。
成績評価の基準は、毎回の講義の内容について、予習をし、講義を受け、宿題を含み復習してきたのか
どうか、そして、そうした学習行為の成果が期末提出レポートに十分に反映されているかどうかで評価を

行う。
授業時間外学習の指示
毎回の講義において、当該回の講義に関する小テストを宿題に課すとともに、次回の講義内容に関する
予習文献を指定する。学期の最後には、期限を１週間と設けた期末レポートを課す。
教科書・参考書
最初の講義で関連論文のリーディングズを配布する。参考書としては、デヴィッド・グレーバー『負債
論：貨幣と暴力の 5000 年』（以文社、2016 年）を批判的に用いていく。
履修条件・関連する科目・注意事項
受講者が毎週、論文や参考書を精読しておくことを前提とする講義である。This course will be taught
in Japanese.

授業科目名

現代資本主義 B （２単位）
Contemporary Capitalism B

科目区分

専門科目

担当教員名

藤田 真哉（大学院経済学研究科）
Shinya FUJITA

開講時限

秋学期

木曜日５時限

office hour

金曜日 12 時から 13 時まで
研究室での面談

講義の目的
本授業の前半ではポスト・ケインズ派経済学の分配理論を，後半ではアメリカ・ラディカル派の分配理論を
概説する。両派の理論を学習することを通じて，所得分配に関するマクロ的・ミクロ的問題を分析する応用
能力を育むことを目標としている。
This course enhances the applicable ability in studying income distribution from the viewpoint of
post-Keynesian economics and the US radicals.
到達目標
この授業を通じて，新古典派以外の方法論（主にポスト・ケインズ派とラディカル派）を用いて所得分配に
まつわる諸問題を分析する応用能力を身に着けることができる。
授業内容

授業科目名

経済学史 B（２単位）
History of Economic Theories B

科目区分

専門科目

担当教員名

鍋島 直樹（大学院経済学研究科）
Naoki NABESHIMA

開講時限

春学期

office hour

月曜日 16:30~17:30

講義の目的
20 世紀最大の経済学者であるジョン・メイナード・ケインズの生涯と著作について総体的に考察する。こ
れを通じて、経済学史の研究能力を養うことを目的とする。
This course aims to enhance the research ability in the history of economic theories by learning the
life and works of John Maynard Keynes.
到達目標
ケインズの思想と理論を総体的に理解することを通じて、経済学史の研究能力を習得する。
授業内容
１

序論
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１

ガイダンス

２

倫理――ケインズのビジョンの源泉（１）

２

ポスト・ケインズ派経済学の基礎

３

倫理――ケインズのビジョンの源泉（２）

３

機能的所得分配と個人的所得分配Ⅰ

４

知識――不確実性、確率、モラル・サイエンス（１）

４

機能的所得分配と個人的所得分配Ⅱ

５

知識――不確実性、確率、モラル・サイエンス（２）

５

機能的所得分配と個人的所得分配Ⅲ

６

機能的所得分配と経済成長Ⅰ

６

政治――自由主義と社会主義を超えて

７

機能的所得分配と経済成長Ⅱ

７

戦争と平和――ボーア戦争からヴェルサイユまで

８

機能的所得分配と経済成長Ⅲ

８

貨幣――経済的原動力にして社会的病理（１）

９

小括

９

貨幣――経済的原動力にして社会的病理（２）

10

アメリカ・ラディカル派の基礎

10

労働――失業との闘い（１）

11

分配理論Ⅰ

12

11

労働――失業との闘い（２）

分配理論Ⅱ

13

分配理論Ⅲ

12

金――人類に奉仕する国際通貨体制

14

分配理論Ⅳ

13

芸術――芸術の理論家・消費者・後援者

15

まとめ

14

結論――ケインズからケインズ主義へ

15

まとめと評価

成績評価の方法と基準
演習（50％），レポート（50％）で評価する。すべて併せて C または C- 評定以上を合格要件とする。
与えられた課題について基本的な概念や用語を用いて授業中に発表でき，かつレポートで論述できることを
合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
毎回の授業前に指定された論文を読むこと。
教科書・参考書
最新の英語論文を用いる。論文は初回のガイダンスにおいて紹介する。
履修条件・関連する科目・注意事項
本授業の履修者は初回のガイダンスに必ず出席しなければならない。
This course will be taught in Japanese.

火曜日５時限

成績評価の方法と基準
報告（50％）、試験（50％）で評価する。それぞれについて C⁻評定以上を合格要件とする。ケインズの思
想と理論について正確に理解したうえで、それを適切に説明できることを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
輪読形式で授業を進めるので、報告者は担当箇所のレジュメを作成する。また、毎回の授業後に教科書や
その他の参考文献を読み、知識や理解をさらに深めるよう努めること。
教科書・参考書
ジル・ドスタレール『ケインズの闘い――哲学・政治・経済学・芸術』（藤原書店、2008 年）を教科書と
して使用する。開講時までに各自で入手しておくこと。参考文献については講義中に指示する。
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。This course will be taught in Japanese.

授業科目名

社会思想史 B
History of Social Thoughts B（２単位）

科目区分

専門科目

担当教員名

隠岐 さや香（大学院経済学研究科）
Sayaka OKI

開講時限

春学期

金曜日５時限

office hour

木曜５限

講義の目的
一八世紀の啓蒙思想は今でも論争の対象であり続けている。「啓蒙」は人間がどう生活しているか、地上で
の人間生活をどう改善できるかを理解しようとする思想的な努力および実践であったが、称賛と批判の間で
引き裂かれてきた。この授業では、カントやフーコーといったこれまで「啓蒙」を論じるに際して影響力の
あった論者の主張を検討した上で、近年翻訳された思想史研究文献読解を通じ、「啓蒙」とは一体何であっ
たのかを考察する。
This course provides a deeper understanding on the concept of Enlightenment, one of the most polemical
terms, firstly through comparative analysis of the writings of Kant and Foucault on the related subjects,
and secondly through reading of J. Robertson’s work, The Enlightenment (2015, Japanese edition 2019).
到達目標
宗教、民主主義、ジェンダーなど、現代社会を二分する論争の多くは啓蒙思想の時代にその原型を見ること
が出来るため、本授業を通じて、社会問題について歴史的経緯を踏まえて把握する素養が磨かれる。また、
哲学的な問題としての「啓蒙」と経済学の思想的原点としての「啓蒙」を接続させて理解することが可能と
なる。
授業内容

― 55 ―

１

イントロダクション

２

一八世紀と二一世紀の類似点と相違点

３

思想史における近代と啓蒙（１）

４

思想史における近代と啓蒙（２）

５

課題文献講読とディスカッション

６

課題文献講読とディスカッション

７

課題文献講読とディスカッション

８

課題文献講読とディスカッション

９

課題文献講読とディスカッション

10

課題文献講読とディスカッション

11

課題文献講読とディスカッション

12

課題文献講読とディスカッション

13

課題文献講読とディスカッション

14

課題文献講読とディスカッション

15

総合討論

成績評価の方法と基準
平常点４０％、発表あるいはレポート６０％の割合で評価する。発表は課題文献を正確に読み込んでいるか、
レポートは授業中に得た知識や概念を用いて論述を行えているか等で評価する。発表を行った者はレポート
を免除する。平常点には授業参加（ディスカッション）と授業後のコメントペーパー提出などが含まれる。

授業時間外学習の指示
毎回の授業前に課題文献の指定箇所を読んでくる
教科書・参考書
課題文献（日本語あるいは英語版の購入が必要）
：ジョン・ロバートソン『啓蒙とはなにか 忘却された〈光〉
の哲学』野原慎司・林直樹訳、白水社、2019 年（John Robertson, The Enlightenment: A Very Short
Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2015）。
授業中に配付する参考文献：カント「啓蒙とは何か——『啓蒙とは何か』という問いに答える」『永遠平和の
ために／啓蒙とは何か 他３編』中山元訳、光文社文庫、2006 年、9−30 頁。
ミシェル・フーコー「啓蒙とは何か」石田英敬訳『フーコー・コレクション６ 生政治・統治』小林康夫、
石田秀敬、松浦寿輝編、ちくま学芸文庫、2006 年、363−395 頁。
履修条件・関連する科目・注意事項
学部において社会思想史あるいは経済学史等を履修していると理解が深まるが、未履修でも受講可能

授業科目名
科目区分
担当教員名

日本経済史 B（２単位）
Japanese Economic History B
専門科目
木越 義則（大学院経済学研究科）
Yoshinori KIGOSHI

開講時限

春学期

木曜日３時限

office hour

随時（予約）
。質問はメールもし
くは講義後にも受け付けます。

講義の目的
この講義では、日本を中心とする東アジア地域の近代経済史を学ぶことによって、東アジア社会が直面す
る諸問題を学術的に分析することができる応用能力を培うことを目指します。
This seminar enhances Applicable Ability to analyze the problems of East Asian economies by
learning the economic history of East Asia, especially Japan.
到達目標
・東アジアにおける近世経済の特徴を欧米と比較して理解する。
・近代における日本と中国の発展経路の違いを理解する。
・東アジア経済史をめぐる論点について理解する。
授業内容
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１

東アジア経済史をめぐる論点

２

東アジア的近世：銀と稲作

３

西洋の衝撃と東アジアの対応

４

日本の近代国家の形成

５

中国・朝鮮の近代改革

６

日本の産業革命

７

中国の初期工業化

８

日本帝国主義と植民地

９

満洲における開発

10

東アジアの第二次産業革命

11

戦争と統制経済

12
13

授業科目名

西洋経済史 B（２単位）
European Economic History B

科目区分

専門科目

担当教員名

福澤 直樹（大学院経済学研究科）
Naoki FUKUZAWA

秋学期

木曜日３時限

office hour

木曜日 14：45～15：45
この時間以外にも質問を受け付
ける。メール等で申し込むこと。

講義の目的
現代経済は全般的に見て，ヨーロッパや北米で典型的に展開されてきたタイプの市場指向の経済秩序に
よって強く規定されている。 このコースで学生は，西洋におけるそのような経済秩序の歴史的出現の基
盤，背景，および論理，さらには世界の他の地域への影響についての諸理論を検討に付し，世界的展開を
見せる現代の自由主義市場経済社会の本質について，発展的に理解を深めるための応用能力を成長させる。
The modern economy is determined by the market-oriented economic order that has typically evolved
in Europe and North America. In this course students review theories about bases, backgrounds, and
logics of the historical emergence of such economic order in the West, as well as theories about its
impact on other parts of the world, and enhance their own Applicable Ability to explore the essence of
the free market economy in the modern world economy on their own motive and interest.
到達目標
学生は 19 世紀的自由主義市場経済のあり方と 20 世紀のそれをそれぞれ対照的に説明できるようにな
り，併せて 19 世紀的市場経済の機能上の問題や 20 世紀的な調整された自由主義の意味を分析的に理解で
きるようになる。世界経済の一体化の諸相から，今日の世界経済的諸問題の根底にある諸理論を検討でき
るようになる。20 世紀後半の大衆消費社会の生成と経済成長の論理についての説明ができ、近年の社会経
済的構造変動の論理についても積極的に論じることができるようになる。
授業内容
１

近現代経済史の位置づけと意義

２

19 世紀の主要国の工業化

３

周辺工業国の（社会経済的）展開

４

近代的金融システムの生成／国家の役割

大東亜共栄圏の経済実態

５

世界経済の一体化と周辺従属地域

戦後の改革と独立

６

19 世紀末大不況と世界経済の構造変動

14

高度成長

７

20 世紀への転換期における世界経済

15

グローバル時代の東アジア

８

国際経済諸関係の崩壊―第一次世界大戦とその後

成績評価の方法と基準
・毎回、授業内容に関連した宿題を課す。次回時に小レポートとして提出する。5％×14 回＝70％。
・平常点 30％。授業への参加態度、発言、質問などから総合的に判断する。
・「欠席」の扱い：出席が 3 分の 2 を下回る場合は「欠席」とする。
授業時間外学習の指示
・予習：教科書の該当章を通読しておくこと。
・復習：毎回提示する宿題を取り組むこと。
教科書・参考書
堀和生・木越義則『東アジア経済史』(日本評論社、2020 年 3 月刊行予定)
久保亨・加島潤・木越義則『統計でみる中国近現代史』(東京大学出版会、2016 年)
履修条件・関連する科目・注意事項
高等学校の世界史・日本史、特に近世・近代・現代の基礎知識があること。
大学の学部で経済史か近代現代史の講義を履修したことがあること。
This course will be taught in Japanese.

開講時限

９

大恐慌の勃発（1929 年）とその帰結（1930 年代世界大不況）

10

自由主義市場経済へのまなざし―自由主義・ニューディール・ファシズム・社会主義

11

第二次世界大戦後世界経済の再建と高度経済成長／東西対立

12

南北問題の諸相とその分岐（南南問題）

13

高度経済成長の終焉と新たな世界経済の構成

14

冷戦大戦の解体と新たな世界経済秩序

15

まとめと評価

成績評価の方法と基準
学期中に最低一回，その日のテーマについてのプレゼンテーションを行うことを求める。当該プレゼン

テーションについてのレポートを一通、その他のテーマのレポートを一通（計二通），学期中ないし期末に
課す。また，講義出席他，総合的な学習状況も加味する。評価のウエイトは，プレゼンテーション 40％，
レポート 50％，総合的学習状況 10％とし，上記の到達目標についての一定水準の議論ができることを合
格の基準とする。
授業時間外学習の指示
毎回，次回に向けての予習箇所を指示するので，その部分を必ず読んでくること。それを前提として授
業を進める。
教科書・参考書
ロンド・キャメロン／ラリー・ニール（速水融 監訳）
『概説 世界経済史Ⅱ 工業化の展開から現代まで』
東洋経済新報社、2013 年 を教科書とする。また NUCT を用いた教材の配布も行う。
履修条件・関連する科目・注意事項
高校の世界史レベルの予備知識は必要となる。足りない場合は各自で補うこと。また，学部レベルの経
済史の講義を既習していることが望ましい。
この科目が扱う時代としては 2019 年度秋学期開講の「西洋経済史 A（E）」の続きとなるが、必ずしも
当該科目を履修済みである必要はない。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

課題設定型講義(財政政策)（２単位）
Theme Studies (public finance policy)

科目区分

専門科目

担当教員名

齋川 浩司（国際経済政策研究センター）
office hour
Koji SAIKAWA

開講時限

春学期

木曜日５時限

講義終了後又は随時予約

講義の目的
この講義では、税・社会保障・地方財政など財政政策についての基本的な知識を題材として提供します。
日本が直面する政策課題について議論することを通じて、自主的探究力を育成することを目的とします。
This course provides students with some materials of various public finance policy issues, including
tax, social security, and local government finance. The purpose of this course is to enhance voluntary
exploration ability through discussing the policy issues facing Japan.
到達目標
各種課題について多面的に検討することを通じ、政策の分析及び立案能力を涵養する。
授業内容
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１

（租税概論）租税原則と租税体系

２

（所得課税）所得の意義

３

（所得課税）最低限の生活と所得税

４

（所得課税）働き方の変化と所得税

５

（所得課税）金融所得課税の現状と課題

６

（法人課税）法人税の性質と各種事業体の課税

７

（法人課税）税務会計と企業会計

８

（国際課税）国際的二重課税調整

９

（消費課税）消費税の歴史と理論

10

（租税概論）新たな分野の経済活動と税

11

（社会保障論）財政の現状・年金制度のあり方

12

（社会保障論）子育て支援制度の現状と課題

13

（地方財政）国と地方との財源配分・地方交付税制度

14

（地方財政）固定資産税制度の現状と課題

15

予備・まとめ

成績評価の方法と基準
講義内で 2 回課すレポートをもとに、評価する。「C または C⁻」評定以上を合格要件とする。
授業で得た知識をもとに、論述できることを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
講義では、各種制度や政策の論点を指摘するので、各自、授業後に私見をまとめること。
教科書・参考書
教科書は使用しない。毎回の授業で講義資料を配付する。参考書については講義の中で紹介する。
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。This course will be taught in Japanese.

授業科目名

課題設定型講義(ミクロ実証論文の読み方)
（２単位）
Theme Studies (How to read micro
empirical papers)

科目区分

専門科目

担当教員名

萬行 英二
(大学院経済学研究科附属国際経済政策研
究センター)
Eiji MANGYO

15
開講時限

春学期

火曜日４時限

office hour

By appointment. Please bring
questions to a meeting set by
appointment.

講義の目的
This course enhances Research Ability by learning how previous good empirical studies in
development/health/labor economics established causality rather than just correlation.（開発、健康およ
び労働経済における優れた文献が、どのように、因果関係を実証しようとしているか知見を得ることを目標
とする：研究能力の向上を目標とする講義。）
到達目標
Students are expected to understand the difference between correlation and causality and to have
decent knowledge about research designs and econometric methods taken by previous good studies in
economics to establish causality.（本コース終了時に学生は、相関と因果関係の違いを理解し、既存文献が
因果関係を立証するために行っているリサーチ・デザインや計量経済の手法について知識を得ることができ
る。）
授業内容
１
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２
３
４
５
６
７

Human capital issues 1: Health and development（人的資本１：健康と開発）
Human capital issue 2: Return to health (Econometric identification problems 1)
（人的資本２：健康への投資：実証研究で問題となるポイント１）
Human capital issue 3: Return to education (Econometric identification problems 2)
（人的資本３：教育への投資：実証研究で問題となるポイント２）
Human capital issue 4: Return to education (Econometric identification problems 3)
（人的資本４：教育への投資：実証研究で問題となるポイント３）
The effect of income on health: a welfare program in the US
（所得が健康に与える影響：米国における福祉プログラム）
The effect of income on health: lottery prizes as an exogenous source of income variation
（所得が健康に与える影響：外生的所得変動としての宝くじ賞金）
The relative income hypothesis（相対所得仮説）

12

The effect of macroeconomic shock on health and education
（マクロ経済ショックが健康や教育に与える影響）
The effect of environment on health: early-life exposure to polluted air
（環境が健康に与える影響：生後すぐに大気汚染に晒される影響）
The effect of international child sponsorship on adult life outcomes
（途上国の子供に対するスポンサーシップ・プログラムが、教育や成人後の雇用に与える影響）
The effect of early-life food shortage on later adult health
(胎児期の食料不足が成人後の健康に与える影響)
Ethnic complementarities in mathematics research productivity
（数学研究の生産性において共著者が共通の文化や言語を持つと生産性の向上につながるか）

13

The effect of parental time on infant health（両親の労働時間が乳児の健康に与える影響）

14

The effect of a large-scale school construction program on education and wages
（大規模学校建設プログラムが教育と賃金に与える影響）

８
９
10
11

The role of gene-environment interactions（遺伝子と環境の相互作用）

成績評価の方法と基準
To measure the level of understanding on the concepts covered in the course, the following assignments
will be given: class presentation on a previous study (50%) and term paper (to summarize a previous
study’s contributions to the literature) (50%). To pass this course, (1) class presentation needs to clearly
explain how a previous study of her/his choice established causality and (2) term paper makes clear the
contributions of a previous study of her/his choice to the literature.
下記を判断材料として学生の学習到達度を評価。既存文献のプレゼンテーション（５０％）学期末レポート
（既存文献の学術的貢献をまとめる）（５０％）。合格要件は、（１）プレゼンテーションにおいては、既存
文献がどのように因果関係を立証しているか明確に説明できることとし、（２）期末ペーパーでは、既存文
献が果たした学術的貢献を明確にすることとする。
授業時間外学習の指示
Students are expected to complete required reading specified in the course syllabus. （シラバスに指定さ
れた必読文献を読む。）
教科書・参考書
Reading materials are listed in the course syllabus to be distributed in the first lecture.（講義で議論する
文献は講義初日に配布するシラバスにリストされている。
）
履修条件・関連する科目・注意事項
Prerequisites: Basic microeconomics, Basic statistics, Introductory econometrics including fixed-effects
and instrumental-variable estimations. Reference: Wooldridge. Introductory Econometrics: A Modern
Approach, Chapter 14 (fixed-effects estimation) and Chapter 15 (Instrumental-variable estimation).
This course will be taught in English.

授業科目名

課題設定型講義（日本経済論）（２単位）
Theme Studies(The Japanese Economy )

科目区分

専門科目

担当教員名

水谷 研治 （客員教授）
MIZUTANI Kenji

開講時限

春学期 ４月,５月の土曜日集中

office hour

講義後

講義の目的
経済の短期的ならびに長期的な動向を研究する。そのための研究能力の向上を図り、将来予測に適用する。
Course Aim and Objectives
This course enhances Research Ability in investigate short term and long term movements of the
Japanese Economy.
到達目標
短期的ならびに長期的な日本経済の動向を予測し、その対応策を考える。
授業内容
１

講義の概要

ﾐｸﾛとﾏｸﾛ

金融と実体

２

経済の見方

時系列とｸﾛｽｾｸｼｮﾝ

３

人と家計

労働と賃金

収入と支出

消費と貯蓄と借金

４

企業経営

経営の基本

人、物、金

企業の目的と利益
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５

国家財政

歳入と歳出

６

国際収支

国際収支統計

７

海外の経済

８

金融と資金需給

静学と動学
個と全体

赤字と借金

金融の特性

破綻の実例

討議を中心とする

４大部門

国内総生産

財政改革の影響

ヨーロッパの行方

中国経済の行方

景気と資金需要

需要と供給と価格

10

経済政策

11

経済構造

規制と自由化

１次、２次、３次産業

もの作りの重要性

12

健康経済学

健康の維持増進

少子高齢化

費用と公共の支援

13

日本経済の問題点

供給過剰

14

日本経済の見通し

インフレへの転換

15

金融政策の前提

物価指数

名目と実質

財政政策の効果

産業の空洞化

資源国

収益性と危険性

９

生産関数

赤字財政の罠

医療と介護

少子高齢化

永遠の衰退

課題設定型講義（統計分析）（２単位）
Theme Studies (Statistical Analysis)

科目区分

専門科目

担当教員名

根本 二郎（大学院経済学研究科）
Jiro NEMOTO

開講時限

秋学期
開講日程については後日掲示

office hour

By appointment via email

講義の目的
This course will introduce the statistical base of data analysis as well as the statistical way of thinking.
The course is designed for students concerned with the business practice to enhance their ability of
applying statistical techniques.
統計的な考え方とともにデータ分析の統計学的基礎について講義する。実務での応用能力を高めることを目
指す。
到達目標
・標本と母集団の関係と社会統計における標本抽出の問題点を理解する。
・相関と因果の違いを理解し、因果関係を統計的に推論する方法を理解する。
・回帰分析の使い方を理解し、分析結果の評価・解釈を行うことができる。
・仮説検定の考え方を理解し、分析結果の解釈を行うことができる。
・ベイズ推論とベイズ学習の考え方を理解する。
授業内容

借金地獄

為替相場

経済と金融

蜘蛛の巣の理論

ドル円相場

需要と供給

輸出と輸入

アメリカが支えた世界経済

循環と成長

授業科目名

保険と予防

財政破綻

大改革による落ち込み

試験

成績評価の方法と基準
試験を基本とするが、平常の討議も参考にする。
各設問に対して、的確に自分の意見を記述すること。
授業時間外学習の指示
大きな経済の動きに注目し、将来への影響を考える習慣をつけること。
その成果を毎回の講義に披歴すること。
教科書・参考書
「財政改革の衝撃---待つも地獄、進も地獄の日本経済」水谷研治著 東洋経済新報
履修条件・関連する科目・注意事項
個人や企業や国家へどのように影響するかという観点で、社会の大きな動きを見る習慣をつけて欲しい。
This course will be taught in Japanese.

Is statistics the most powerful science?

１

統計学は最強の科学か

２

母集団と標本

Population and sample

３

統計調査

Survey sampling

４

平均

Mean

５

分散

Variance

６

標本分布

Sample distribution

７

相関

Correlation

８

因果

Causality

９

仮説検定と信頼区間

Hypothesis testing and confidence interval

10

回帰分析

Regression analysis

11

重回帰分析

Multiple regression analysis

12

質的選択モデル

Qualitative choice model

13

ベイズ推論

Bayesian inference

14

因果推論 1

Statistical causal inference 1

15

因果推論 2

Statistical causal inference 2

成績評価の方法と基準
評価はレポートによる。統計的な分析の性質を理解し、実問題への応用を提案できることが合格の基準であ
る。
授業時間外学習の指示
実データによる統計分析の課題を配布する。
教科書・参考書
必要に応じて、授業中に指示する。
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。ただし高等学校レベルの確率の知識があれば望ましい。統計学および計量経済学の理
論的基礎を修得する目的には適しない。この講義は日本語で行う。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

上級経営Ⅰ（２単位）
Advanced management Ⅰ

科目区分

基礎科目

担当教員名

宮崎 正也（大学院経済学研究科）
Masaya MIYAZAKI

開講時限

春学期

水曜日１時限

office hour

水曜日３時限
(事前予約のうえ面会して対応)

講義の目的
・経営学分野の学術論文を輪読しながら、論文の「読み方」を習得することを目的とする。This course aims
to help students acquire the true reading of academic papers in the field of management.
到達目標
・「経営学分野の研究論文を読みこなせる」
・「経営学理論の論理と分析手法を解説できる」
授業内容
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１

「実践としての戦略」を議論している文献の紹介

２

「実践としての戦略」とは？

３

「実践としての戦略」現象・視座・哲学

４

「実践としての戦略」研究対象への住込み的視点

５

「実践としての戦略」知識の累積的な開発

６

「実践としての戦略」活動理論からの接近

７

「実践としての戦略」戦略化・戦略形成への視座

その概要

大学院用

８

「実践としての戦略」戦略策定への叙述的な接近

９

「実践としての戦略」批判的言説分析の方法

10

「実践としての戦略」日常の実践への人類学的接近

11

「実践としての戦略」戦略家に対する調査

12

「実践としての戦略」制度変化と戦略的な作用因

13

「実践としての戦略」戦略変更についての検討

14

「実践としての戦略」分析上の主観の問題について

15

まとめと討議

成績評価の方法と基準
・課題提出状況とディスカッションへの参加度（70％）、そして報告発表（30％）を総合して算出される評
点をもとに評価し、C または C－評定以上を合格要件とする。
・企業経営に関する理論的な知識や概念を用いて、経営現象を議論できることを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
・文献を事前に読み、コメントと質問点をまとめたノート(A4 用紙 1 枚)を毎回作成して提出すること。
教科書・参考書
教科書：指定のテキストはない。Strategy as Practice に関する英語文献を使用する予定。
参考書：『デマンド・サイド経営学』 中央経済社， 宮崎正也 著
履修条件・関連する科目・注意事項
・履修条件はとくになし。
・This course will be taught in Japanese.

授業科目名

上級経営Ⅱ（２単位）
Advanced Management Ⅱ

科目区分

基礎科目

担当教員名

髙橋 秀徳（大学院経済学研究科）
Hidenori TAKAHASHI

開講時限

秋学期

火曜日２時限

office hour

by appointment: mail

講義の目的
The aims of this course are twofold: (1) to introduce students to the current research topics in management and finance,
and (2) to develop their own research questions that are related to the study of management and/or finance.
経営学（特にファイナンス）の先端研究を理解し、またその学術的な手法を修得することを通じて、それを
自身の研究課題に応用する能力をもつ学生の育成を目指す。
到達目標
At the end of the course, students should have the ability to read academic papers.
授業終了時に学生は、実証研究の論文を読み、理解する能力を習得できる。

授業内容
Readings will be based on articles. We will cover several topics, including
１
講義では、以下に挙げるテーマに関する論文を読む。
２

-

Asset Pricing: Cross-section of Returns

３

-

Corporate Debt and Liquidity

４

-

Entrepreneurial Finance

５

-

R&D and Innovation

６
７

The topics will be modified depending on the interest of participants. We focus mainly on empirical studies.

８

受講者の関心に応じてテーマを変更する場合がある。主に実証研究の論文を扱う。

９
10
11
12
13
14
15
成績評価の方法と基準
The course grade will be based on class discussion (25%), article presentation (25%), and homework assignments
(50%). Each presentation must include constructive criticism and research ideas.
成績は、授業内での議論 25％、発表 25％、レポート 50％で評価する。
授業時間外学習の指示
All students are expected to read the papers selected in advance and to participate in class discussion.
毎回の授業前に課題論文を読んでおくこと。
教科書・参考書

Textbook
- Selected journal articles (e.g., Academy of Management Journal, Management Science, Journal of International
Business Studies, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, and Review of Financial Studies)
Reference materials
For surveys, I recommend:
- George M. Constantinides, Milton Harris, and Rene M. Stulz (2013) “Handbook of the Economics of Finance,
Volume 2A: Corporate Finance,” North Holland. (ISBN-13: 978-0444535948)
- Eckbo, B. E. (Ed.). (2007) “Handbook of Empirical Corporate Finance SET (Vol. 1),” North Holland. (ISBN-13:
978-0444508980)
- Eckbo, B. E. (Ed.). (2008) “Handbook of Empirical Corporate Finance SET (Vol. 2),” North Holland. (ISBN-13:
978-0444530905)
履修条件・関連する科目・注意事項
Some knowledge of econometrics is required. In addition, I expect that students have a basic understanding of finance.
Regular class attendance is essential. Students are expected to participate in class discussions.
履修条件：計量経済学及びファイナンスの基礎知識。毎回の出席。
注意事項：出席するだけでなく、議論に参加することが要求される。

授業科目名

上級会計 I （２単位）
Advanced Accounting I

科目区分

基礎科目

担当教員名

角ヶ谷 典幸（大学院経済学研究科）
Noriyuki TSUNOGAYA

開講時限

春学期

火曜日５時限

office hour

火曜日 12:00-13:00（要予約）
質問がある場合も同上

講義の目的
この講義では、会計・監査に関する世界の（トップ）ジャーナルの考え方を身につけるため、英文ジャーナ
ルの読み方・書き方についての理解を深めることを目的とする。
The purpose of this course is to enhance applicable ability in reading and writing English papers by
discussing the contents of high-quality academic journals in the field of accounting and auditing.
到達目標
授業終了時に、学生が自ら会計・監査に関する世界の（トップ）ジャーナルを収集し、論文作成に活用でき
るようにすること。
授業内容
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１

イントロダクション

２

アカウンタビリティと会計上の判断に関する論文の内容理解

３

アカウンタビリティと会計上の判断に関する論文の討論

４

監査人と CFO のジェンダーが利益の質に与える影響に関する論文の内容理解

５

監査人と CFO のジェンダーが利益の質に与える影響に関する論文の討論

６

温室化ガスの開示に関する論文の内容理解

７

温室化ガスの開示に関する論文の討論

８

国際財務報告基準の適用に関する論文の内容理解

９

国際財務報告基準の適用に関する論文の討論

10

パーソナリティと会計上の判断に関する論文の内容理解

11

パーソナリティと会計上の判断に関する論文の討論

12

監査人の職位と会計上の判断に関する論文の内容理解

13

監査人の職位と会計上の判断に関する論文の討論

14

会計制度改革に関する論文の内容理解

15

会計制度改革に関する論文の討論

成績評価の方法と基準
講義への貢献（100%）に基づいて評価する。
講義への貢献については、授業中の報告内容および質問した事項に対して回答できるか否かを基準とする。
授業時間外学習の指示
毎回の授業前に指定した論文を熟読してくること。
教科書・参考書
毎回、授業中に指示する。
履修条件・関連する科目・注意事項
学部レベルの会計学の知識が必要である。This course will be taught in both English and Japanese.

授業科目名

上級会計Ⅱ（２単位）
Advanced Accounting Ⅱ

科目区分

基礎科目

担当教員名

坂口 順也（大学院経済学研究科）
Junya SAKAGUCHI

開講時限

office hour

秋学期

金曜日３時限

要予約（各質問に対応）
By appointment

講義の目的
この授業は、会計学の研究に必要な考え方を身につけるため、近年の欧米の研究成果を輪読することを通じ
て管理会計研究の理解を深めることを目的とする。具体的に、この授業では、おもにマネジメント・コント
ロールと創造性に関する研究に注目する。
The purpose of this course is to learn recent research trends of management accounting (e.g. the use of
management control practices for creativity), in order to enhance the necessary understandings to
conduct accounting research independently.
到達目標
授業終了時に学生は、管理会計研究の研究方法と近年の研究動向を説明できる。
授業内容

授業科目名

マネジメントⅠ
Management I

（２単位）

科目区分

基礎科目

担当教員名

砂口 文兵（椙山女学院大学現代マネジメ
ント学部）
Bumpei Sunaguchi

春学期

水曜日６時限

office hour

メールでの対応（sunaguchi@su
giyama-u.ac.jp）を行います。

講義の目的
本講義の目的は、社会調査（リサーチ）に関して、その計画と実施に必要となる様々な考え方や手法、なら
びに認識論（社会現象の捉え方）等に関する文献の輪読を通じて、受講生自らが有意義な経験的調査を行え
るようになることである。This class aims to provide students with various ideas and methods that are
necessary to conduct empirical study about business administration. To achieve the goal, this class
requires students to read different kinds of books and/or articles.
到達目標
本講義の終了時において、学生は自らの力で自身の研究に関するリサーチプロポーザルを作成することが可
能になる。
授業内容
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Introduction

１

ガイダンス

論文 1 の内容理解

Review of paper 1

２

課題 1 の検討と内容理解

３

論文 1 の議論

Discussion of paper 1

３

課題 2 の検討と内容理解

４

論文 2 の内容理解

Review of paper 2

４

課題 3 の検討と内容理解

５

論文 2 の議論

Discussion of paper 2

５

課題 4 の検討と内容理解

６

論文 3 の内容理解

Review of paper 3

６

課題 5 の検討と内容理解

７

論文 3 の議論

Discussion of paper 3

７

課題 6 の検討と内容理解

８

まとめ 1

Summary and discussion 1

論文 4 の内容理解

Review of paper 4

８

課題 7 の検討と内容理解

９

論文 4 の議論

Discussion of paper 4

９

課題 8 の検討と内容理解

10

論文 5 の内容理解

Review of paper 5

10

課題 9 の検討と内容理解

11

論文 5 の議論

Discussion of paper 5

11

課題 10 の検討と内容理解

12

論文 6 の内容理解

Review of paper 6

12

課題 11 の検討と内容理解

13
14

論文 6 の議論

Discussion of paper 6

13

受講生による研究発表 1

まとめ 2

Summary and discussion 2

14

受講生による研究発表 2

15

予備日

１

イントロダクション

２

15

開講時限

成績評価の方法と基準
授業への参加と発表（50%）、期末レポート（50%）で評価する。管理会計研究で採用する研究方法と近年の
管理会計の研究動向を説明できることを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
毎回の授業前に論文の指定箇所を読んでおくこと。
教科書・参考書
必要に応じて、授業中に指示する。
履修条件・関連する科目・注意事項
学部レベルの会計学の知識があることが望ましい。履修したい場合は初回に必ず出席して下さい。
This course will be taught in Japanese.

成績評価の方法と基準
出席、討議への貢献、研究報告ならびにその他の作成資料の質、を総合的に勘案する。詳細に関しては、初
回講義（ガイダンス）で説明する。
授業時間外学習の指示
ガイダンスの回を除き、事前課題をほぼ毎回要求する。そのため、それらの事前課題を行う時間が求められ
る。なお、それら事前課題に関しては、初回講義（ガイダンス）で説明する。
教科書・参考書
第 2 回の講義までに、下記の 2 つを購入すること。
1. W. C. Booth, G. G. Colomb, J. M. Williams, J. Bizup and W. F. Fitzgerald. (2016) The craft of research

4th ed.（川又政治訳『リサーチの技法』（2018）ソシム株式会社）.
2. 野村康（2017）
『社会科学の考え方：認識論、リサーチ・デザイン、手法』名古屋大学出版会.
履修条件・関連する科目・注意事項
経験的調査の実施に興味のない者には履修を勧めない。なお、2 回目以降の講義に関する説明等を行う
ため、初回講義（ガイダンス）には必ず出席すること。また、特段の理由を事前に伝えない限り、初回
講義（ガイダンス）に出席していない者の履修は認めない。注意事項としては、本講義はほぼ毎回の講
義で課題を要求する点が挙げられる。そのため、それら課題を行えない者にも履修を勧めない。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

マネジメントⅡ（２単位）
Management Ⅱ

科目区分

基礎科目

担当教員名

川崎 綾子（大学院経済学研究科）
Ayako KAWASAKI

開講時限

秋学期

火曜日６時限

office hour

質問は講義前の時間に
受け付ける（事前予約）

講義の目的
本講義では，世界的な標準となりつつある経営学の諸理論を学ぶことで，受講生自身の経営学の研究能
力を醸成する。The aim of this course is to enhance your research ability in business administration by
learning management theories of the global standard.
到達目標
授業終了時に学生は，経営の理論的な用語を使って現実の事象を説明できる。具体的には，独自の視点で
選んだ理論的用語によって，現実の事象を新たな軸から分類したり統合したりすることができる。
授業内容
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１

ガイダンス

２

ビジネスパーソンが経営理論を学ぶ意義／思考の軸に理論を据える

３

ポーターの戦略の根幹／SCP 理論

４

バーニーの理論／リソース・ベースト・ビュー

５

ポーター・バーニー論争の顛末／競争の型

６

理論駆動と現象駆動

７

前半 6 論文に関する討論／第１回レポートの発表会①

８

「悪貨が良貨を駆逐する」のは，ビジネスの本質である／第１回レポートの発表会②

９

人が合理的だからこそ，組織の問題は起きる／エージェンシー理論

10

企業のあり方は「取引コスト」で決まる

11

埋め込み理論

12

SWT（Strength of Weak Ties）理論

13

境界を超える H 型人材／ストラクチャル・ホール理論

14

リアルとデジタルのネットワークで働く，真逆の力／第２回レポートの発表会①

15

第２回レポートの発表会②

成績評価方法
2 回のレポートの内容およびプレゼンテーション，出席状況に基づいて評価する。
理論的な用語について自身の言葉で説明することができ，そうした用語を使って現実の事象をわかりやす
く説明できていることを，合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
担当論文の要約を事前に作成した上で，講義に臨むこと（担当論文の数は受講者数に応じて決定）。
担当論文以外についても，事前に読んでおくこと。
教科書・参考書
入山章栄「世界標準の経営理論」第 1 回（2014 年９月号），第２回，第４回，第５～９回，26～29 回『Diamond
ハーバード・ビジネス・レビュー』
履修条件・関連する科目・注意事項
マネジメントⅠも併せて受講することが望ましい。This course will be conducted in Japanese.

授業科目名

アカウンティングⅠ（２単位）
Accounting Ⅰ

科目区分

基礎科目

担当教員名

小沢 浩（大学院経済学研究科）
Hiroshi OZAWA

開講時限

office hour

春学期

金曜日６時限

木曜日 13:30-14:30（要予約：各
質問に対応）
By appointment

講義の目的
「会計」と「ものづくり」のつながりは，ほとんど意識されることがありません。この授業では，「会計」
の視点から製造業のマネジメント（意思決定と業績評価）について学習します。
This course enhances Applicable Ability by studying management of manufacturing from the accounting
perspective.
到達目標
損益計算法の違いによる利益額の違い、間接費配賦法の違いによる製品原価の違い、意思決定のための計算
技法、業績評価法についての知識を身につけます。

授業内容

授業科目名

アカウンティングⅡ（２単位）
Accounting II

科目区分

基礎科目

担当教員名

大西 淳
Atsushi ONISHI

開講時限

秋学期集中
開講日程については後日掲示

office hour

講義後

講義の目的
コーポレートファイナンス理論および価値評価（Valuation）理論を理解した上で、価値に基づいた経営意思
決定（VBM：Value Based Management）、具体的には企業の資本制策/財務戦略/M&A 戦略等の実践応用力
を習得する。
This course enhances applicable ability in VBM (value based management), especially decision making
for company capital policy, financial strategy and M&A valuation with understanding corporate finance
and valuation theory.
到達目標
・企業価値/事業価値評価が行なえる。
・企業の資本政策/財務戦略の判断が行なえる。
授業内容
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１

イントロダクション

１

ガイダンス

２

変動費／固定費の分類と２種類の利益計算：全部原価計算と直接原価計算

２

VBM と財務部門の役割：日本企業の財務部門の役割と機能の変遷

３

CVP 分析：直接原価計算を使った利益計画

３

VBM と財務部門の役割：価値創造経営（Value Based Management），VBM の新たな展開領域

４

CVP 分析の応用：複数製品がある場合の CVP 分析

４

VBM とバリュエーション：EVA とバリュエーション

５

直接費／間接費の分類と活動基準原価計算

５

VBM とバリュエーション：バリュエーション手法の検討

６

VBM とバリュエーション：インハウス･バリュエーションによる企業価値分析

６

関連原価と関連原価計算(1)：受注可否の意思決定

７

資本市場に対する財務マネジメント：負債-資本の選択

７

関連原価計算(2)：セグメントの廃止・追加の意思決定

８

資本市場に対する財務マネジメント：情報の非対称性

８

関連原価計算(3)：内外製の意思決定

９

資本市場に対する財務マネジメント：株式所有構造

９

標準の概念：標準化の重要性と方法

10

資本市場に対する財務マネジメント：アイシン精機の企業行動と企業価値･市場価値

10

予算作成の手順：部門間調整のしくみ

11

企業間にわたる財務マネジメント：ライセンス契約におけるロイヤリティ･レート

11

変動予算の作成：分析のための予算

12

企業間にわたる財務マネジメント：M&A におけるリアルオプション価値

12

13

企業間にわたる財務マネジメント：M&A における割引率

変動予算差異の分析（標準原価計算）(1)：直接費差異の分析

14

復習

13

変動予算差異の分析（標準原価計算）(2)：間接費差異の分析

15

まとめ

14

プロジェクト単位の意思決定：資金の時間価値

15

まとめと評価

成績評価の方法と基準
授業内で行うテスト(100%)で評価します。正答率 60%以上を合格とします。
授業時間外学習の指示
授業前に資料に目を通しておいてください。授業後は、練習問題で復習してください。
教科書・参考書
参考書 小沢 浩『詳解コストマネジメント』同文舘出版。
履修条件・関連する科目・注意事項
授業で電卓を使用しますので，準備してください。
This course will be taught in Japanese.

成績評価の方法と基準
価値に基づいた財務意思決定について基本的な概念や用語を正しく理解し、ディスカッションに参加できる
レベルを合格基準とし、講義でのレポート、討論への参加などにより総合的に判断する。
授業時間外学習の指示
輪読形式で授業を進めるので、報告者はレジュメを作成する。
教科書：大西淳「コーポレートファイナンスと管理会計」京都大学出版会
参考書：Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, McGraw Hill.
Damodaran, A., Corporate Finance: Theory and Practice, Wiley.
履修条件・関連する科目・注意事項
会計およびコーポレートファイナンスの基礎知識を有していることが望ましい。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

経営労務 B（２単位）
Personnel Management B

科目区分

専門科目

担当教員名

砂口 文兵（椙山女学院大学現代マネジメ
ント学部）
Bumpei Sunaguchi

開講時限

春学期

水曜日４時限

office hour

メールでの対応（sunaguchi@su
giyama-u.ac.jp）を行います。

講義の目的
本講義の目的は、人事管理論の基礎に関わる研究論文（英語/English）を理解し、さらに最新の研究論文（英
語/English）の理論的意義ならびに実務的意義を理解できるようになることである。またその目的の達成に
伴い、本講義から得た知見を受講生自らが自身の研究に活用できる能力を獲得することを目指す。This class
aims to enable students to apply the fundamental knowledge of personnel management to their own
research. In order to attain the goal, this class requires students to read various research articles
written in English.
到達目標
本講義の終了時において、学生は人事管理論に関する基本的概念、ならびにそれに関連する研究論文を理解
できるようになる。

授業内容
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１

ガイダンス

２

輪読 1

３

輪読 2

４

輪読 3

５

輪読 4

６

輪読 5

７

輪読 6

８

輪読 7

９

輪読 8

10

輪読 9

11

輪読 10

12

輪読 11

13

輪読 12

14

予備日

15

予備日

成績評価の方法と基準
本講義の成績評価は、1）課題に関する資料の提出頻度と質、2）ディスカッションへの積極度と（建設的）
貢献度、に応じて行う。なお、欠席の際の資料提出も認めるが、
「0.5 回分」の出席としてカウントし、評価
する。成績評価の基準等に関しては、初回講義（ガイダンス）で説明する。

授業時間外学習の指示
本講義の受講に関しては、課題文献（下記「履修条件・関連する科目・注意事項」も参照）の精読が不可欠
となる。また、輪読に用いる課題文献に関しては、毎回の講義で事前課題を課すため、それら事前課題の作
成も必要となる。
教科書・参考書
本講義で用いる文献等に関しては、初回講義（ガイダンス）で指示・説明する。
履修条件・関連する科目・注意事項
本講義では、毎週平均 20 ページ（最低でも 10 ページ）の論文（英語/English）を読むことになる。そのた
め、それらの論文を読めない、または他のコースワークに支障が出る場合は履修を勧めない。また、人事管
理論（およびそれに関連する組織行動論）についての基礎知識を「すでに」有しているか、それ以上の知識・
専門性を「これから」築くことを強く望む、ということを、履修の条件として受講生に求める。さらに、初
回講義（ガイダンス）において、報告形式を含めた講義の説明を行うため、初回講義（ガイダンス）に参加
できない者については、事前に理由の申し出があった場合を除き、講義の受講を認めない。Although the
class will basically be held in Japanese, if necessary, discussion can be done in English.

授業科目名

ファイナンス B （２単位）
Finance B

科目区分

専門科目

担当教員名

中島 英喜（大学院経済学研究科）
Hideki NAKASHIMA

開講時限

office hour

秋学期

火曜日４時限

開講後アナウンスします

講義の目的
本講義は証券投資と資産価格決定に関する標準的な理論を解説し、これらの分野の研究能力の基礎を養う
ことを目的とする。
This course enhances Research Ability in portfolio theory and asset pricing.
到達目標
（1）現代投資理論（MPT）に基づくポートフォリオ選択を PC 上で実行できる、
（2）資産価格の標準的な
評価式（CAPM）を導出できる、（3）CAPM を用いた株価評価を実行できる。
Three goals are set; (1)Selecting optimal portfolio on MPT, (2)Deriving standard CAPM, and
(3)Estimating a stock price on CAPM. Exercises with PC will be arranged as needed.

授業科目名

生産管理 B（２単位）
Production Management B

科目区分

専門科目

担当教員名

山田 基成
Motonari YAMADA

秋学期

木曜日２時限

office hour

木曜日 12：00～12：30
質問はメールでも受け付ける

講義の目的
この講義では、運営管理とサプライチェーン・マネジメントの基礎的な理論と手法について学ぶ。
This course studies basic theory and methods in operations and supply chain management.
到達目標
生産とサービスのマネジメントについての基礎的な知識と管理手法を身につけることにより、将来の職務
の中でこれを活かすことを目指す。
授業内容
１

Introduction

２

Design of Products and Services

授業内容
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１

イントロダクション、基本的な用語の定義

２

キャッシュフローの 4 分類、資産市場の分類

３

Strategic Capacity Management

３

金利と債券価格（裁定取引と無裁定条件）

４

Manufacturing Processes

４

株式投資と効率的市場仮説

５

Facility Layout

５

確率と統計（演習課題）

６

Service Processes

６

不確実性下の意思決定と期待効用仮説

７

稲作モデル（1）

７

Process Design and Analysis

８

稲作モデル（2）

８

Statistical Quality Control

９

期待効用最大化原理とポートフォリオ選択

９

Lean Supply Chain

10

MPT と分離定理

10

Logistics, Distribution and Transportation

11

等質期待仮定と資本市場線

11

Global Sourcing and Procurement

12

CAPM と証券市場線

13

CAPM の実証

12

Enterprise Resource Planning Systems

14

完全市場における株価の評価

13

Sales and Operations Planning

15

総復習

14

Inventory Management

15

Material Requirements Planning

成績評価の方法と基準
出席報告（20％）、レポート（80％）で評価する。素点合計の 100 点満点換算で 60 点以上を合格要件とす
る。評価方法は上記の 3 つの目標に関する理解の程度とその説明の適切さによる。
授業時間外学習の指示
講義に用いる教材は下記サイトで予め公開する。受講生は授業前に一通り目を通しておくのが望ましい。
（http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/~nakashima/FEM/index.htm）
教科書・参考書
テキストは指定せず適宜教材を提供する。参考図書：（1）小林孝雄，他「新・証券投資論（理論編）」
（日
。
本経済新聞社）、（2）リチャード･ブリーリー，他「コーポレート ファイナンス」（日経 BP 社）
履修条件・関連する科目・注意事項
教養レベルの微分・積分、および学部レベルの確率・統計の知識（共分散や回帰分析の定義や内容を説明
できる程度の知識）が必須。受講対象は修士論文で CAPM を使う必要がある者を主に想定。
This course is taught in only Japanese.

開講時限

成績評価の方法と基準
成績評価は、講義への出席（10 点）
、討論への参加（40 点）
、課題レポート（50 点）により総合的に評価
し、合計 60 点以上を合格要件とする。
授業時間外学習の指示
受講者には毎回、テキストを熟読した上で出席することを求める
教科書・参考書
F. Robert Jacobs & Richard B. Chase (2018) Operation and Supply Chain Management, 15th ed.,
McGraw-Hill Education.
履修条件・関連する科目・注意事項
受講者は英語の文献を読むのに慣れておくこと。講義は日本語で行われる。議論は英語で参加しても良い
(The lectures will be given in Japanese. You can participate discussions in English.)。

授業科目名

経営組織 B （２単位）
Organization and Management B

科目区分

専門科目

担当教員名

犬塚 篤（大学院経済学研究科）
Atsushi INUZUKA

開講時限

秋学期

金曜日３時限

office hour

質問は講義中にすること（毎回，
質問のタイミングを用意する）

講義の目的
本講義は，ナレッジマネジメントに関連するトピックについて，最新の学術論文を紐解きながら講義する．
Empirical Study と呼ばれる 6 つの回では，各論に関する原著論文の議論を通じて，優れた研究論文を書く
ために必要なアカデミックマインドやスキルを習得する．
The course will provide topics related to “knowledge management” with up-to-date empirical studies.
The course has six lessons named “Empirical Study” in which the lecturer and students discuss
adequacy or techniques used in reading assignments (empirical papers). Through the discussion, the
course expects students to obtain academic mind and/or skill (research ability) which are required to
write their own papers.
到達目標
・原著論文の統計数字の意味や，分析の技法，読解の要点を掴むコツを習得する．
・原著論文の問題点を発見し，それを反面教師とすることで，優れた論文を書くスキルを身につける

授業内容

― 67 ―

１

Introduction to empirical study in social sciences

２

A toolbox of social sciences

３

The principle of firms and organizations

４

Empirical Study 1

５

Empirical Study 2

６

Knowledge sharing and transfer 1

７

Knowledge sharing and transfer 2

８

Empirical Study 3

９

Empirical Study 4

10

Network building and utilization 1

11

Network building and utilization 2

12

Empirical Study 5

13

Empirical Study 6

14

Knowledge integration 1

15

Knowledge integration 2，overall discussion

成績評価の方法と基準
・Empirical Study レポート（１０点×６回）＋期末レポート（４０点）で，60 点以上を合格要件とする．
・ただし，Empirical Study に二回以上欠席をした者，および期末レポート未提出の者は「欠席」となる．
・議論に非積極的な学生に対しては，その回の Empirical Study のレポート評定を減ずることがある．

授業時間外学習の指示
・Empirical Study では，指定される原著論文（すべて英文）を深く読解してから，講義に臨むこと．
Empirical Study で使用する文献の書誌情報は，初回の講義で指示する．
教科書・参考書
・教科書：なし．履修登録後，講義ノートを，NuCT（https://ct.nagoya-u.ac.jp/portal）より配布する．
・野中郁次郎(1995)『知識創造の経営』東洋経済新報社.
履修条件・関連する科目・注意事項
・統計学の基礎知識，中級以上の英文読解力および日本語の理解力を必要とする．大学院生向け授業のた
め，講義内容は高度であることを覚悟されたい．
・講義は日本語で行われる．議論は英語で参加しても良い (The lectures will be given in Japanese. You can
participate discussions in English).

授業科目名

経営戦略 B （２単位）
Management Strategy B

科目区分

専門科目

担当教員名

宮崎 正也（大学院経済学研究科）
Masaya MIYAZAKI

開講時限

office hour

春学期

月曜日４時限

月曜日１時限
(事前予約のうえ面会して対応)

講義の目的
・企業経営で必要とされる戦略的思考を理解するため、実務家による経営の実践事例を取り上げて検討する
ことを目的とする。This course aims to help students acquire a way of strategic thinking through the
discussions about some management cases in practice.
到達目標
・「経営戦略の論理と分析手法を現実に応用できる」
・「戦略的思考を日常生活で実践できる」
授業内容

授業科目名

財務会計 B（２単位）
Financial Accounting B

科目区分

専門科目

担当教員名

野口 晃弘（大学院経済学研究科）
Akihiro NOGUCHI
アーマドバ・メーリバン（大学院経済学研
究科）
Ahmadova Mehriban

開講時限

春学期

木曜日４時限

office hour

月曜日(Monday) 13:00-14:00
メールによる要予約
Appointment by e mail

Course Aims
This course is intended to provide an opportunity for students to learn and understand intermediate
financial accounting, which will enhance ability to do research and look for solutions for the accounting
policy making.
Course Objectives
The goals of this course are to
・be able to understand and explain accounting treatments based on accounting theory.
・be able to understand and explain some advance contents of bookkeeping.
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１

講義の進め方と、事例として取り上げる企業の紹介（企業名は開講日に公表）

２

企業事例①に対する事前学習

３

経営実践の企業事例①：実務家からの報告(講演)、事前学習へのフィードバックと質疑応答

４

企業事例②に対する事前学習

１

Introduction

５

経営実践の企業事例②：実務家からの報告(講演)、事前学習へのフィードバックと質疑応答

２

Accounting for Income Taxes

６

企業事例③に対する事前学習

３

Accounting for Net Operating Losses

７

経営実践の企業事例③：実務家からの報告(講演)、事前学習へのフィードバックと質疑応答

４

Accounting for Pensions

８

企業事例④に対する事前学習

５

９

経営実践の企業事例④：実務家からの報告(講演)、事前学習へのフィードバックと質疑応答

Past Service Cost

10

企業事例⑤に対する事前学習

６

Accounting for Postretirement Benefits

11

経営実践の企業事例⑤：実務家からの報告(講演)、事前学習へのフィードバックと質疑応答

７

Accounting for Leases

12

企業事例⑥に対する事前学習

８

Lessor Accounting

13

経営実践の企業事例⑥：実務家からの報告(講演)、事前学習へのフィードバックと質疑応答

９

Sales-Leasebacks

14

企業事例⑦に対する事前学習

15

10

Accounting Changes

経営実践の企業事例⑦：実務家からの報告(講演)、事前学習へのフィードバックと質疑応答

11

Statement of Cash Flows

12

Full Disclosure Principle

13

Auditor’s and Management’s Reports

14

Essay presentation

15

Summary

授業内容

大学院用

成績評価の方法と基準
・事前学習の課題提出状況と質疑応答への参加度（70％）、そして期末レポート（30％）を総合して算出さ
れる評点をもとに評価し、C または C－評定以上を合格要件とする。
・企業経営に関する理論的な知識や概念を用いて、経営現象を議論できることを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
・実務家から企業事例の報告を聞く前に、事前学習（その企業や業界に関する情報収集）を行うこと。
・実務家から企業事例の報告を聞く回に、質疑で使用する「質問項目リスト」を作成し、提出すること。
教科書・参考書
教科書：とくに指定しない
参考書：『デマンド・サイド経営学』 中央経済社， 宮崎正也 著
履修条件・関連する科目・注意事項
・履修条件はとくになし。学部科目との同時開講であるため、受講生には学部生が混在している。
・This course will be taught in Japanese.

成績評価の方法と基準
Your overall grade in the class will be decided based on the following: Test and Quizzes in NUCT (30%),
Presentation (40%), Essay (30%).
授業時間外学習の指示
You will be required to read all of the assigned readings and prepare presentation for the assigned
accounting issues.
教科書・参考書

Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, Intermediate Accounting, IFRS Edition Third
edition, Wiley, 2018.
履修条件・関連する科目・注意事項
Ability to speak and discuss accounting and bookkeeping in English will be required to attend this
course. This course is recommended for students who have finished studying Introductory Accounting.
You are responsible for knowing about any changes in the syllabus, or any other information
announced in class. You are responsible to attend every class. No make-ups will be allowed without
prior approval by the instructor.

授業科目名
科目区分
担当教員名

管理会計 B（２単位）
Management Accounting B
専門科目
小沢 浩（大学院経済学研究科）
Hiroshi OZAWA

開講時限

春学期

木曜日２時限

office hour

木曜日 13:30-14:30（要予約：各
質問に対応）
By appointment

講義の目的
管理会計の代表的なテキストであるロバート・サイモンズ著『戦略評価の経営学』を輪読して、管理会計に
ついての知識の獲得と応用能力の養成を目的とします。This course aims to enhance the understanding of
research topics and to acquire applicable abilities of management accounting, using Performance
Measurement & Control System for Implementing Strategy (by Robert Simons), which is a typical
textbook.
到達目標
マネジメント・コントロールの概念と４種類の方法についての知識を身につけます。
授業内容
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１

イントロダクション

２

第１章

経営が抱えるジレンマ

３

第２章

戦略成功の基本条件

４

第３章

実行体制づくり

５

第４章

業績評価と統制のための情報活用

６

第５章

利益計画の作成

７

第６章

戦略利益の評価

８

第７章

資産配分システムの設計

９

第８章

業績と市場の連動

10

第９章

バランス・スコアカードの構築

11

第１０章

診断型統制システムと対話型統制システム

12

第１１章

業績目標とインセンティブの連携

13

第１２章

戦略リスクの認識

14

第１３章

戦略リスクの管理

15

第１４章

戦略実行のための統制レバー

成績評価の方法と基準
事前レポート（50%)、授業への出席と発表(30%)、議論への参加態度(20%)で評価します。
内容の要約、疑問点の提示、自身の感想が記載されていることを合格の基準とします。
授業時間外学習の指示
授業で取り扱う箇所について、必ず予習をして、事前にレポートを提出してください。
事前レポートの提出がない場合、授業への出席を認めません。
教科書・参考書
ロバート・サイモンズ著『戦略評価の経営学』ダイヤモンド社。
履修条件・関連する科目・注意事項
履修する場合は、必ず、初回の授業に出席すること。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

マーケティング B（２単位）
Marketing B

科目区分

専門科目

担当教員名

山口 景子（大学院経済学研究科）
Keiko YAMAGUCHI

開講時限

春学期

火曜日１時限

office hour

By appointment

講義の目的
This course aims to introduce basic knowledge about experimental designs and statistical methods to
plan empirical analyses of marketing, enhance their research abilities, and help them conduct their
research in graduate school. This course is designed for students who seek to conduct original research
in the field of marketing science.
到達目標
The goals of this course are the following:
・Students will be able to choice/read appropriate academic papers/books about marketing science on
their own.
・Students will be ready to plan their own research in the social science field based on the knowledge
they earn in the class.

授業内容
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１

Introduction & Chapter 1: Introduction

２

Chapter 2: Observing Behavior (1)

３

Chapter 2: Observing Behavior (2)

４

Chapter 2: Activities

５

Chapter 3: Asking Questions (1)

６

Chapter 3: Asking Questions (2)

７

Chapter 3: Activities

８

Chapter 4: Running Experiments (1)

９

Chapter 4: Running Experiments (2)

10

Chapter 4: Activities

11

Chapter 5: Creating Mass Collaboration (1)

12

Chapter 5: Creating Mass Collaboration (2)

13

Chapter 6: Ethics (1)

14

Chapter 6: Ethics (2)

15

Chapter 7: The Future & Summary

成績評価の方法と基準
Your final grade will be calculated according to the following process:
・ Class attendance and contribution to in-class discussion (50%)
・ Presentation (30%)
・ Short essay or in-class work on “Activities” (20%)

The requirements for passing the course are as follows:
・ You can join in-class discussions with your original ideas.
・ You can summarize the contents in the textbook precisely and illustrate them to the audience clearly.
・ You can propose constructive ideas so that students in the class can develop their understandings of
the experimental designs and analytical methods, and they can also make their research plans.
※ If you are absent from this class more than four times, you will get "F" automatically.
授業時間外学習の指示
All participants are expected to read assigned chapter beforehand and work on “Activities” proactively
in the class.
教科書・参考書
Salganik, M. J. (2017). Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Princeton Univ. Press
履修条件・関連する科目・注意事項
This course will be taught in English.
Basic knowledge about marketing, mathematics, and statistics are required.
Students who skip the 1st class without prior approval by the instructor are NOT accepted.

授業科目名

監査 B （２単位）
Auditing B

科目区分

専門科目

担当教員名

仙場 胡丹（大学院経済学研究科）
SEMBA, Hu Dan

開講時限

秋学期

木曜日３時限

office hour

講義後
（予めメールでの質問を推奨）

講義の目的
本講義では、
「監査」研究・実務において重要な概念である「監査の質」に焦点を合わせ、その概念や統
「監査」領域
計学的アプローチを用いた場合の日本市場の実態などの研究成果を受講者と一緒に確認する。
や「会計学」領域における統計的研究手法に馴染んでもらい、経済学・経営学の一角を占める監査の領域
の知識やリーダーとしての資質を身につけ、現代の経済社会が直面する諸監査領域の課題に挑戦し、解決
できる力を育むことを目的としている。This lecture is designed as to let participants understand/think
deeply the important concept: audit quality, and is expected to help participants have solutions/ the
ways to find solutions for the future challenges in practical modern economic social.
到達目標
（授業終了時に学生は、
）監査の意義や「監査の質」に関わる論点について、知識が備えられ、パブリック
に、それをプレゼンテーションできる。

授業内容

― 71 ―

１

イントロ

２

「監査の質」の概念

３

英国 FRC による監査の質

４

IAASB による監査の質

５

米国 PCAOB による監査の質

６

監査の質の評価フレームワークと監査領域における重要概念との関係

７

監査の質のアカデミック実践的測定

８

ビッグデータと会計監査（仮題）（外部講師による）

９

監査の信頼性回復に向けて（仮題）
（外部講師による）

10

監査の質の提供側のインセンティブ・能力と監査の質

11

監査の質の提供側のインセンティブ・能力である監査法人の規模と監査の質

12

監査の質の提供側の能力である業種特化と監査の質

13

監査の質の提供側のインセンティブと市場の反応：オリンパス事件からの証拠

14

監査の質の提供側のインセンティブ・能力である監査報酬と監査の質

15

総括

成績評価の方法と基準
出席の状況（30％ぐらい）、プレゼンテーションや議論に関わる度合いなど講義への貢献度（45％ぐらい）
およびレポート（25％ぐらい）で評価する。それぞれについて C または C－ 評定以上を合格要件とする。
講義中の内容についての適切にプレゼンテーション・解説できること、講義中の内容あるいは講義中指定
の内容に関するコンテンツを適切に説明でき・考察できることを合格の基準とする。

授業時間外学習の指示
毎回の授業前に教科書等の指定箇所を読んでおくこと。
教科書・参考書
『グローバル時代における監査の質の探究』仙場胡丹著，千倉書房，2016 年。
履修条件・関連する科目・注意事項
１．教科書が必要であるので、原則購入のこと。２．履修したい場合、初回は必ず出席すること。３．本
講義を受講するにあたり、会計学に関する基礎知識が必要である。４．講義を進めるため、
http://www.soec.nagoya-u.ac.jp/~kotan/を利用することがある。This course will be taught in Japanese.

授業科目名

経営分析 B （2 単位）
Business Analysis B

科目区分

専門科目

担当教員名

角ヶ谷 典幸（大学院経済学研究科）
Noriyuki TSUNOGAYA

開講時限

春学期

火曜日２時限

office hour

火曜日 12:00-13:00（要予約）
質問がある場合も同上

講義の目的
この講義では、経営分析に必要な考え方と解法を身につけるため、財務諸表と企業価値評価の理解を深める
ことを目的とする。
The purpose of this course is to enhance research ability in implementing a business analysis using
financial statements and valuation techniques.
到達目標
授業終了時に、学生が自ら実際に公表されている（内外企業の）財務報告書を入手し、経営分析できるよう
にすること。
授業内容
Introduction to Course
１
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２

A Framework for Business Analysis and Valuation Using Financial Statements

３

Communication and Governance

４

Accounting Overview: Conceptual Framework

５

Accounting Overview: Financial Statements

６

Statement of Cash Flows

７

Overview of Accounting Analysis: Financial Statements

８

Summary of the First Half

９

Implementing Business Analysis

10

Implementing Business Analysis: ROE Framework

11

Implementing Business Analysis: Profitability, Efficiency

12

Implementing Business Analysis: Leverage, Growth

13

Case: Business Analysis

14

Summary of the Second Half

15

Summary

成績評価の方法と基準
講義への貢献（80%）および試験（20％）の合計点で評価する。
講義への貢献については、授業中の報告内容および質問した事項に対して回答できるか否かを基準とする。
また、試験については、授業中に解説し議論した知識や内容について正しく理解していることを合格の基準
とする。
授業時間外学習の指示
毎回の授業前に講義資料の指定箇所を読んでおくこと。
教科書・参考書
講義資料は、NUCT に掲載する。
履修条件・関連する科目・注意事項
経営分析の履修が望ましい。This course will be taught in both English and Japanese.

授業科目名

国際会計 B（２単位）
International Accounting B

科目区分

専門科目

担当教員名

野口 晃弘（大学院経済学研究科）
Akihiro NOGUCHI
アーマドバ・メーリバン（大学院経済学
研究科）
Ahmadova Mehriban

開講時限

秋学期

金曜日１時限

office hour

月曜日(Monday) 13:00-14:00
メールによる要予約
Appointment by e mail

Course Aims
This course is intended to provide an opportunity for students to learn and understand international
aspects of accounting, which will enhance ability to do research and look for solutions for the accounting
policy making.
Course Objectives
The goals of this course are to
・be able to understand and explain the country uniqueness (including legal aspects) of accounting
policy using Japan as an example.
・ be able to understand and explain some advanced contents of financial accounting such as
consolidated financial statements.
授業内容
１

Introduction

２

History of Japanese Accounting

３

Corporate Disclosure in Japan: Overview

４

Chapter 11 Financial Reporting in Japan

５

Corporate Disclosure in Japan: Auditing

６

Stated Capital

７

Distributable Amount

８

Japanese GAAP and JMIS

９

Chapter 2: Accounting for Business Combinations

10

Chapter 3: Consolidated Financial Statements-Date of Acquisition

11

Chapter 4: Consolidated Financial Statements After Acquisition

12

Chapter 5: Allocation and Depreciation of Differences Between Implied and Book Values

13

Chapter 11: International Financial Reporting Standards

14

Presentation of essay

15

Summary

成績評価の方法と基準
Your overall grade in the class will be decided based on the following: Test and Quizzes in NUCT (30%),
Presentation (40%), Essay (30%). Passing criteria is 60% of the overall grade.
授業時間外学習の指示
You will be required to read all of the assigned readings and prepare presentation for the assigned
accounting issues.

教科書・参考書
Christopher Nobes & Robert B. Parker, Comparative International Accounting, Pearson Education
Limited; 13th edition, ISBN-13: 978-1292081908
Debra C. Jeter & Paul K. Chaney, Advance Accounting, Wiley; 7th edition, ISBN 978-1-119-37325-4
Carsten Gerner-beuerle & Michael Schillig, Comparative Company Law, Oxford University Press,
ISBN-13: 978-0199572205
履修条件・関連する科目・注意事項
Ability to speak and discuss accounting and bookkeeping in English will be required to attend this
course. This course is recommended for students who have finished studying Introductory Accounting
and Financial Accounting (or Intermediate Accounting).

授業科目名

経営情報 B（２単位）
Management Information B

科目区分

専門科目

担当教員名

樋野 励（大学院経済学研究科）
Rei HINO

開講時限

春学期

月曜日５時限

office hour

講義終了後、適宜受け付ける

講義の目的
経営活動を行う上で、情報の入手と活用方法について学ぶ。本授業では、複数の代替案が存在する課題につ
いて、状況と目的にあわせた意思決定手法を数理的な視点から習得することで、自主的探究心の育成を行う。
This course deals with the acquisition and the application in order to enhance applicable ability for
management on the production. The method based on the mathematical approach and their applications
are introduced in order to choose one of solutions for production management.
到達目標
・最適化問題の構成要件と解法をわかりやすく説明できる。

授業内容
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１

Information and the role on production management: 経営活動と情報の役割

２

Decision making and mathematical programming: 意思決定と数理計画法

３

Linear programming(1): 線形計画法（１）

４

Linear programming(2): 線形計画法（２）

５

Linear programming(3): 線形計画法（３）

６

An application of linear programming(1): 線計画法の応用（１）

７

An application of linear programming(2): 線計画法の応用（２）

８

Mixed integer programming(1): 混合整数線形計画法（１）

９

Mixed integer programming(2): 混合整数線形計画法（２）

10

Optimization solvers(1): 最適化ソルバー（１）

11

Optimization solvers(2): 最適化ソルバー（２）

12

task assignments:仕事割付問題

13

shortest path problem and process planning:最短経路問題と工程計画

14

scheduling problem:ジョブショップスケジューリング

15

Summary:総括

成績評価の方法と基準
Your final grade will be calculated according to the reports of the assignment in the course.
授業時間外学習の指示
It is best to review what students learnt after the class.
教科書・参考書
Handouts will be distributed.
履修条件・関連する科目・注意事項
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

課題設定型講義（経済体制と企業経営）
（２単位）
Theme Studies (Economic System and
Management)

科目区分

専門科目

担当教員名

中屋 信彦（大学院経済学研究科）
Nobuhiko NAKAYA

開講時限

春学期

月曜日３時限

office hour

春学期 月曜日 2 時限
面談により対応

講義の目的
一般的な資本主義経済とは異なる「社会主義市場経済体制」とその下での企業経営について検討し、応用能
力を育みます。少人数の場合は一部ゼミナール形式で行います。
This course deals with unique characteristics of management under socialist market
economy. This course enhances Applicable Ability
到達目標
世界の多様性を認識する
授業内容
ガイダンス
１

授業科目名

課題設定型講義（組織論学説研究 II）（２
単位）
Theme Studies (Study of Organization
theoory II )

科目区分

専門科目

担当教員名

小沢 浩（大学院経済学研究科）
Hiroshi OZAWA

開講時限

秋学期

水曜日６時限

office hour

金曜日 13:30-14:30（要予約：各
質問に対応）
By appointment

講義の目的
この講義は、組織論の礎となってきた重要な文献を読みます。今回は J.G. March & H.A. Simon 著『オーガ
ニゼーションズ』を読み解説します。This course enhances Research Ability with reading a foundational
literature which contributed the progress of organization science.
到達目標
組織論の基礎的な概念や基本的な考え方を身につけ、研究能力を育みます。
授業内容
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１

イントロダクション

２

1. 組織的行動

３

2. 「古典的」組織論"Classical" Organizational Theory（16〜38 頁）

市場移行についての通説（２）

４

2. 「古典的」組織論"Classical" Organizational Theory（39〜45 頁）

国家資本主義論（１）

５

3.動機的制約：組織内決定 Motivational Constraints: Intraorganizational Decisions（46〜68 頁）

６

国家資本主義論（２）

６

3.動機的制約：組織内決定 Motivational Constraints: Intraorganizational Decisions（69〜105 頁）

市場経済体制の検証（１）

７

７

4. 動機的制約：参加の決定 Motivational Constraints: The Decision to Prticipate（106〜124 頁）
4. 動機的制約：参加の決定 Motivational Constraints: The Decision to Prticipate（125〜142 頁）

８

市場経済体制の検証（２）

８
９

5. 組織における葛藤・対立 Conflict in Organizations（143〜161 頁）

９

株式会社化と民営化（１）

10

5. 組織における葛藤・対立 Conflict in Organizations（162〜173 頁）

10

株式会社化と民営化（２）

11

6. 合理性の認知限界 Cognitive Limits Rationality（174〜199 頁）

11

私有化と瞰制高地支配

12

6. 合理性の認知限界 Cognitive Limits Rationality（200〜215 頁）

12

経済体制と「党の領導」

13

7. 組織における計画と革新 Planning and Innovation in Organizations（216〜239 頁）

13

社会主義市場経済体制下の企業経営（１）

14

7. 組織における計画と革新 Planning and Innovation in Organizations（240〜260 頁）

社会主義市場経済体制下の企業経営（２）

総括

14

15

15

社会主義市場経済体制下の企業経営（３）

２

「大国経済」の虚像と実像

３

市場移行についての通説（１）

４
５

成績評価の方法と基準
参加人数により、レポート 2 本（50％×２）か、レポート（50％）と報告（50％）により評価する
異質な世界の論理を内在的に把握するとともに、主体的に論評できることを合格基準とする
授業時間外学習の指示
各種報道や論説等を通じて積極的に現地情勢の把握や分析に努めること
教科書・参考書
教科書は指定しない。講義資料を必要に応じて配布する。参考書は必要に応じて授業中に指示する
履修条件・関連する科目・注意事項
政治経済学および企業会計についての基礎的な知識が必要
This course will be taught in Japanese.

Organizational Behavior

(3〜15 頁）

成績評価の方法と基準
事前レポート（50%)、授業への出席と発表(30%)、議論への参加態度(20%)で評価します。
内容の要約、疑問点の提示、自身の感想が記載されていることを合格の基準とします。
授業時間外学習の指示
授業で取り扱う箇所について、必ず予習をして、事前にレポートを提出してください。
事前レポートの提出がない場合、授業への出席を認めません。
教科書・参考書
J. G. March & H. A. Simon, Organizations 2nd ed.（高橋伸夫訳『オーガニゼーションズ』ダイヤモンド社）．
履修条件・関連する科目・注意事項
履修する場合は、必ず、初回の授業に出席すること。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

課題設定型講義（現代経営論）（２単位）
Theme Studies（Management knowhow
in 21th Century）

科目区分

専門科目

担当教員名

伊貝 武臣
Takeomi Ikai

開講時限

春学期 土曜日集中
開講日程については後日掲示

office hour

講義に関する質問があれば、
ikai3518@mx5.canvas.ne.jp 宛
にメールで問い合わせて下さい。

講義の目的
①大きく変化する経営環境において、それに対応できるマネジメントのノウハウを学び、研究する。
②上記目的を達成するために、必要な経営手法を経験から得たマネジメント手法を紹介する。
③マネジメント手法の一つとして中・長期経営計画の手法を実習する。
This course enhances Applicable Ability in learning corporate management by long term planning.
到達目標 Technical knowledge of Long term planning & Knowhow of Management process
①現代における企業経営に必要なマネジメントのあり方を習得する。
②中・長期経営計画の具体的手法を習得し、実践的に活用できるようにする。
③中・長期経営計画を介したマネジメントのあり方を学ぶ。
授業内容

授業科目名

課題設定型講義（人事管理）（２単位）
Theme Studies
(The Management in 21 Century )

科目区分

専門科目

担当教員名

酒井 英之
Hideyuki SAKAI
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２１世紀の経営環境についてⅠ（国際政治・経済情勢、国内社会・経済情勢等）

２

２１世紀の経営環境についてⅡ（DX、AI、IOT、ロボット技術の現在・近未来、討論）

３

マネジメントの進化Ⅰ

①創業期から成長期、②上場を目指して

４

マネジメントの進化Ⅱ

③上場準備から上場申請まで、④成熟期・事業再編・事業承継

５

マネジメントの実例

少子高齢化において業界トップ企業となった事例

６

マネジメント要素Ⅰ

マネジメントの中核、営業管理・マーケティング

７

マネジメント要素Ⅱ

組織・人事・労務管理、財務管理、総務、情報管理、開発管理

８

中・長期経営計画の概要

９

中・長期経営計画策定の準備Ⅰ

損益計算書・貸借対照表の再編、資金運用実績の把握

10

中・長期経営計画策定の準備Ⅱ

経営環境分析・財務分析等による経営課題把握

11

中・長期経営計画作成の実習Ⅰ 経営ビジョン・方針の策定、諸計画作成（営業収益・費用・投資）

12

中・長期経営計画作成の実習Ⅱ

計画作成の実習（初年度）

13

中・長期経営計画作成の実習Ⅲ

計画作成の実習（次年度以降）、

14

中・長期経営計画作成の実習Ⅳ

代替案作成、財務分析、中長期経営計画とマネジメントプロセス

８

15

中・長期経営計画に基づくマネジメントついての意見交換

事業計画、運営基本計画、財務計画、資金運用計画、税金関係計画等

質問は電子メールで受け付け回
答します。h-sakai@vjiken.com

１

社風形成

２

社風形成 リーダー自身のあり様の変革が社員に与える影響について～ゲスト講師招聘～

３

人財育成 なぜ社員が主体性を発揮する会社とそうでない会社が分かれるのか？

４

人財育成 カリスマの後を継ぐファミリービジネス（同族経営）の後継者育成～事例研究～

５

イノベーション

なぜわが国からイノベーションが生まれにくくなってしまったのか？

６

イノベーション

イノベーションが次々と生まれる組織のリーダーシップとは～事例研究～

７

ダイバーシティ

ハンディを抱えた人の意欲を活かすための仕組み作り～ゲスト講師招聘～

９

中・長期経営計画の実習結果および出題予定テーマに対するレポート(3000 字程
度)の内容による。

10

授業時間外学習の指示

自社または関心のある企業の財務分析

11

教科書は使用せず、毎回資料を配布。参考書「２１世紀のマネジメント」伊貝武臣著
「ＡＩ時代の企業戦略」伊貝武臣著 2017 年 5 月出版発行日本メディア、星雲社発売
履修条件・関連する科目・注意事項 履修条件は要さない、経営を担う者として、激しく変化する経営環
境に対応して、事業を成長、発展、持続させるために必要なマネジメントのあり方を学び、研究したい
方。
This course will be taught in Japanese.

office hour

授業内容

成績評価の方法と基準

教科書・参考書

秋学期 土曜日集中
開講日程については後日掲示

講義の目的
人を育て人を活かし、人に繋いでいく経営の実学を学びます。
オンリーワンの経営は、理念に共感し、やりがいを持って働いている従業員からしか生まれません。
社員満足こそが顧客満足の源です。
企業経営では「ものをつくる前にひとをつくれ。ことをつくる前にひとをつくれ」といいます。そのような
経営を実現する手法を学び、自社の革新に活かす応用能力（Applicable Ability）を磨きます。
We learn applicable management through instructing, leveraging and connecting people.
“Only One” management can only be achieved by employees whom believe in corporate mission and
challenge through work. Employee satisfaction is the source of customer satisfaction. We learn
methodology to achieve customer satisfaction and employee satisfaction management and polish
applicable ability in order to leverage corporate innovation.
到達目標
・企業内ビジネスマンである場合は、自社の企業文化と人づくり上の問題点を発見でき、変革の手順と方向
性に気付くことができる。
・企業を支援する士業の場合は、クライアントの企業文化と人づくり上の問題点を発見でき、変革の手順と
方向性に気付き、アドバイスすることができる。
・企業戦略の研究者の場合は、企業の成長発展の三本柱である「戦略」に「企業風土」「人づくり」を加え
られるので、研究に厚みを増すことができる。

１

（意見交換）

開講時限

12
13
14
15

なぜ大企業の不正はなくならないのか？

成績評価の方法と基準
講義内でのディスカッションへの参加と最終レポート提出及びその内容を重視する。
授業時間外学習の指示
自社の経営理念体系・教育理念と教育体系・人事制度とモチベーションの状態等の分析
教科書・参考書
『小さくても稼ぐ会社の社長のチェックボックス』（酒井英之・著 明日香出版）
『後継者が先代カリスマを超えて史上最高業績を達成するチームＶ字経営』（酒井英之・著 日本経営合理
化協会）
＊いずれも理解を深める参考書あり、教科書的には用いません。
履修条件・関連する科目・注意事項
「企業は人財次第。どんな人財も社長次第で光り輝く」ことを信じ、理念の実現に向けて 100 年続く経営を
志している経営者及びそれを支援したいと思っているビジネスマンまたは学生であること。
This course will be taught in Japanese．

授業科目名

課題設定型講義（知財戦略）（２単位）
Theme Studies（Intellectual Property
Strategy）

科目区分

専門科目

担当教員名

碓氷 裕彦
Hirohiko USUI

開講時限

秋学期 土曜日集中
開講日程については後日掲示

office hour

授業中及び授業の前後で質問時
間をとります

講義の目的
特許権、意匠権、商標権、著作権等の的財産権はどの様に取得し、活用するのか、また、不正競争防止法
も含め他人の権利に対してどの様に対応すべきかを具定例をあげて解説し、知財戦略を立案、実行する上
での留意点を説明する。受講生が、知財戦略を組み込んだ事業活動を行えるようにすることを目的とする。
This course enhances an applicable ability in planning the intellectual property (including patent,
design patent, trade mark, copy right and unfair competition case) strategy for studying the land mark
case law as well as the practice of the patent office.
到達目標
・授業終了時に学生は、特許法、意匠法、商標法、著作権法、及び不正競争防止法の基礎知識を有してい
る。
・授業終了時に学生は、特許の有効性、特許の属否、及び特許の価値に関して概要を説明できる。
・授業終了時に学生は、事業を展開するうえで考慮すべき知財戦略の概要を説明できる。
授業内容
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１

特許権を中心として、事業活動を知的財産権が如何に支えているのかを概観する。

２

最近の特許法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法の動きを外概観する。

３

代表的な判例を素材として、特許権を受けるための要件を理解する。

４

代表的な判例を素材として、特許権の文言侵害及び均等侵害を理解する。

５

代表的な判例を素材として、特許権侵害の損害額はどの様に計算されるのかを理解する。。

11

特許庁の判断を不服として知財高裁で争う審決取消訴訟の流れ、実務上の留意点、判決の拘束力を
理解する。
日米の特許侵害訴訟（侵害差止・損害賠償）を主要な判例をもとに解説し、特許訴訟に臨む際の留
意点を理解する。
特許交渉を上手く行う為にどの様な準備をすべきかを解説し、双方ウィンウィンの解決が得られる
ようにする交渉の考え方を理解する。
特許庁の審査基準及び代表的な判例を素材として、意匠の類似判断はどの様に行われるかを理解す
る。
特許庁の審査基準及び代表的な判例を素材として、商標の登録要件、不登録事由、団体商標及び地
域団体商標を理解する。
代表的な判例を素材として、著作者の権利とその制限、及び二次的著作物の権利とその制限を理解
する。

12

代表的な判例を素材として、著作者人格権を理解する。

13

代表的な判例を素材として、不正競争防止法における周知・著名表示、及び形態模倣の扱いを理解
する。

14

代表的な判例を素材として、不正競争防止法における営業秘密の保護を理解する。

15

最近出された代表的な判例及び法改正等を素材として、最新の知財事情を理解する。

６
７
８
９
10

成績評価の方法と基準
授業での質問に対する回答等、平常点で評価する

授業時間外学習の指示
教授が適宜指示する
教科書・参考書
テキストは教授が準備する
（参考書）特許判例百選、商標・意匠・不正競争判例借銭、新・注解特許法第２版
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。This course will be in Japanese, however question in English is welcome.

授業科目名

課題設定型講義（企業の海外戦略）（２単
位 ） Theme Studies （ Global business
strategy）

科目区分

専門科目

担当教員名

牛山 雄造
Yuzo USHIYAMA

開講時限

春学期 土曜日集中
開講日程については後日掲示

office hour

講義後

講義の目的
日本のグローバル企業（とりわけ自動車メーカー）がその海外展開の黎明期から現地生産、そしてグローバ
ル相互補完の各ステージに於いて何に挑戦し、その試行錯誤の中でどのようにベターな道を切り開いてきた
のかを検証しながら、今求められるグローバルに通用する経済人の要諦につき理解を深める。
The aim of this course is to deepen and widen the ability of the students to be a respectable business
person through discussing various case studies seen in the actual corporate activities.
到達目標
日本のグローバル企業が、これまで歩んできた各ステージにおける成功・失敗体験を通じて、何を学んだか
を知ることにより、グローバルに通用する経済人としての要諦を理解する
授業内容
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１

講義概要

２

グローバル企業行動の要諦その１

３

グローバル企業行動の要諦その２

４

海外市場開拓と販売戦略①

中近東、ヨーロッパ

５

海外市場開拓と販売戦略②

中国

６

海外市場開拓と販売戦略③

アメリカ

７

海外市場開拓と販売戦略④

アジア

８

第１講～第６講、総括質疑

９

海外市場でのブランド構築とマーケッテイング戦略①

10

海外市場でのブランド構築とマーケッテイング戦略②

11

現地生産①

12

現地生産②

13

グローバル展開に於ける部品メーカーの役割

14

激動する自動車産業の中での部品メーカーの今後

15

講義総括及び試験

成績評価の方法と基準
中間、最終レポート、及び講義への参画姿勢、発表などを総合的に勘案の上単位を付与。
授業時間外学習の指示
特になし。
教科書・参考書
講義の中で紹介。
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。
This course will be taught only in Japanese.

授業科目名

課題設定型講義（危機管理論）（２単位）
Theme Studies （Risk Management for
Business）

科目区分

専門科目

担当教員名

岡 良明
Yoshiaki Oka

開講時限

春学期 土曜日集中
開講日程については後日掲示

office hour

講義終了後、若しくは別途対応
可能。

講義の目的
企業における危機管理不足による損失を防止する為に、事例の分析、具体的な予防措置を議論、提言する。
The end of study is to avoid the business disaster by lacking risk management, and to analyze
the examples and consider the preventive action.
到達目標
①企業で危機管理すべき項目と具体策を学ぶ。
②危機管理に於いて現状把握、将来予測、的確な指針の作成とそれを実行する為の方策を考える。
授業内容
１

危機管理の概論

２

金融リスク

３

事業リスク

４

コンプライアンスリスク；法令違反、反社会勢力

５

授業科目名

課題設定型ワークショップ（製品開発マ
ネジメント）
（２単位）
Theme
Workshop
(Product
Development Management)

科目区分

演習

担当教員名

小沢 浩（大学院経済学研究科）
Hiroshi OZAWA

開講時限

通年

水曜日６時限

office hour

木曜日 13:30-14:30（要予約：各
質問に対応）
By appointment

講義の目的
部品メーカーも巻き込んだ大規模な開発体制で新製品を生み出すトヨタ式の製品開発を、「思考の方法」
「仕事のやり方」
「仕事のツール」に焦点を当てて、豊富な事例を踏まえて学習します。主に社会人大学院
生を対象に開講します。トヨタの事例を自らの研究や仕事に応用できるようになることを目指します。
This course cultivate Research Ability and Applicable Ability through lots of cases of product
development process of Toyota Motor Corporation.
到達目標
トヨタ自動車における製品開発の実例を知り、その方法を自らの研究や仕事に応用できるようになること
を目指します。
授業内容

― 78 ―

１

【4 月 22 日】イントロダクション

オペレーショナルリスク（１）；PL（製造責任）
、権力闘争、サイバー攻撃

２

【5 月 13 日】トヨタ生産方式：「リーン生産」という考え方

６

オペレーショナルリスク（２）；設備事故、製品異常

３

【5 月 20 日】トヨタ製品開発システム：リーン生産を「製品開発」に応用する

７

自然災害；日本の特徴、BCP、復興

４

事例 1：トヨタの問題解決（人材開発部）

８

戦争・テロ

５

事例 2：トヨタにおけるロボットの開発（メディケアロボット室）

９

疫病

10

リスクの巨大化

６

事例 3：トヨタの商品企画（事業業務部 商品企画室）

11

リスクと金融工学

７

事例 4：部品の内外製の決定（ＭＳ統括部 車両プロジェクト室）

12

戦略的リスク管理(Enterprise Risk Management)

８

事例 5：調達におけるトヨタウェイ：サプライヤーの育成と協働（調達企画部 ものづくり改革室）

13

リスクの評価、対応

９

中間まとめ・ディスカッション

14

実例検討

10

事例 6：製品企画・開発（チーフエンジニア）

15

最終試験

11

事例 7：新製品開発のスケジュール管理（ＭＳ統括部 車両プロジェクト室）

12

事例 8：トヨタの生産管理（生産管理部計画室）

13

事例 9：トヨタの生産準備（生技管理部 生技企画統括室）

14

事例 10：トヨタの生産技術（生技管理部 生技企画統括室）

15

総括・ディスカッション

成績評価の方法と基準
各テーマにおける演習テスト（ディスカッション、レポート）、及び最終試験で判定を行う。尚、講義の期
間中に海外・国内出張、トラブルで講義を欠席した場合は、追加措置を講ずる。
連絡等無しに無断欠席を 50%以上行った場合は、欠席とする。
授業時間外学習の指示
政治・経済に関する時事ニュース、日本経済新聞、Wall Street Journal を継続的に読み、危機の事例の
学習及び私見を纏めておかれると良い。
教科書・参考書
戦略的危機管理入門：ジェームズ・ラム（剄草書房）。金融工学入門：デービッド・G・ルーエンバーガー
（日本経済新聞出版社）
。確率・統計；薩摩順吉（岩波書店）
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。
Common language is Japanese, however English references are recommended for deep understanding.

成績評価の方法と基準
各回のレポート(90％)と最終レポート(10%)で評価します。事例の要約、疑問点の提示、自らの研究・仕事
への役立ちが記載されていることを合格の基準とします。
授業時間外学習の指示
配布される講演資料に事前に目を通しておいてください。
教科書・参考書
大野耐一著『トヨタ生産方式−脱規模の経営を目指して−』ダイヤモンド社。

アレン・ウォード＆デュワード・ソベック著『リーン製品開発方式』日刊工業新聞社。
ジェームズ・M・モーガン＆ジェフェリー・K・ライカー著『トヨタ製品開発システム』日経 BP 社。
履修条件・関連する科目・注意事項
事例講演の日程については、決まり次第、お知らせます。内容と順序は変更することがあります。
授業時間は、18:30〜20:00 です（延長することがあります）
。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

課題設定型ワークショップ（社会経済研
究）（２単位）
Theme Workshop (Social and Economic
Studies)

科目区分

演習

担当教員名

藤田 真哉（大学院経済学研究科）
Shinya FUJITA

開講時限

ワークショップカレンダーを参
照

office hour

春学期：火曜日 12 時-13 時
秋学期：金曜日 12 時-13 時
研究室での面談

講義の目的
本ワークショップは，経済史・経済学史・政治経済学という 3 つのアプローチを通じて，現代の社会経済シ
ステムを広い視野から把握するための応用能力を育成する。
This workshop enhances the applicable ability to understand contemporary socio-economic system from
a broad perspective.
到達目標
内外の研究者による報告と討論を通じて，研究課題を自らの力で発見・解決し，それを発信するスキルを身
に付けることができる。
授業内容
１
２
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３
４
５
６

以下の三つの内容を中心として開講される。

７
８
９
10
11

（１）経済史・経済学史・政治経済学を専攻する本研究科教員による報告と討論。
（２）経済史・経済学史・政治経済学を専攻する学外の研究者による報告と討論。
（３）本ワークショップの目的に沿うテーマで博士学位論文を作成中の大学院生を報告者
とする第一次・第二次公開セミナー。
原則として水曜日午後に開講する（学外の研究者が報告を行う場合は、このかぎりではない）。
2020 年 4 月から 2021 年 2 月までに，15 回程度開催する予定である。

12
13
14
15
成績評価の方法と基準
演習（80％）とレポート（20％）で評価する。あわせて C または C-評定以上を合格要件とする。
与えられたレポート課題について、授業中に得た知識や概念を用いて論述できることを合格の基準とする。
授業時間外学習の指示
授業後に課題を与えるので、指定された期限内にレポートとして提出すること。
教科書・参考書
必要に応じて，授業中に指示する。
履修条件・関連する科目・注意事項
履修条件は要さない。
This course will be taught in Japanese.

授業科目名

課題設定型ワークショップ（金融・ファイ
ナンス）（２単位）
Theme Workshop（Finance）

科目区分

演習

担当教員名

清水 克俊（大学院経済学研究科）
Katsutoshi SHIMIZU
髙橋 秀徳（大学院経済学研究科）
Hidenori TAKAHASHI

開講時限

office hour

ワークショップカレンダー参照

授業科目名

課題設定型ワークショップ（ミクロ・マク
ロ経済分析：理論と実証）
（２単位）Theme
Workshop
(
Micro/Macroeconomic
Analysis: Theory and Empirics )

科目区分

演習

担当教員名

花薗 誠 Makoto HANAZONO
工藤 教孝 Noritaka KUDOH
安達 貴教 Takanori ADACHI
田村 彌 Wataru TAMURA
（上記すべて大学院経済学研究科所属）

by appointment

講義の目的
国内外の研究者による金融・ファイナンス分野の最新の研究報告を英語又は日本語で行ない、金融・ファイ
ナンス分野の最新の研究動向に触れることにより、関心のあるテーマについて理解を深め、研究応用能力を
高める。また、報告者を含めた参加者間の意見交換の機会を通じて、論点の整理の仕方、プレゼンテーショ
ンの工夫など研究能力向上を図る。
This course is designed to enhance research ability/applicable ability of graduate students through the presentation of
the speaker and discussions among the workshop participants. To be more specific, students may acquire more specific
knowledge in a certain area of finance, better presentation skills, and a quick summary of the topic.
到達目標
Students should be able to describe and discuss theories and practices of the chosen current topics in finance.
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授業内容
１
２
３
４
５
６
７
ワークショップを 15 回程度開催する。詳細はワークショップカレンダーを参照。
８
９
10
11
12
13
14
15
成績評価の方法と基準
ワークショップへの出席、議論への参加度を考慮して評価する。
The course grade will be based on class participation and discussion (100%). Note that just showing up for class does
not count for class participation.
授業時間外学習の指示
Basically, there is no required reading before each workshop. Students are expected to participate in class discussions.
教科書・参考書
There is no required textbook for the workshop.
Recommended Text:
Campbell, Lo, and MacKinlay (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.
履修条件・関連する科目・注意事項
原則は英語での報告だが、若干名の日本語報告もある。
Regular class attendance is essential.

開講時限

ワークショップカレンダーを参
照

office hour

By appointment
(email: wtr.tamura@gmail.com)

講義の目的
本ワークショップでは、ミクロ・マクロ経済学に関する最新研究に触れディスカッションに積極的に参加す
ることを通じ、受講生が研究テーマ選択の視野を広げ、研究能力を育むことを目的とする。
The objective of this workshop is, through exposure to frontiers of micro/macroeconomic research and
new research topics and methods, to enhance students' research capability.
到達目標
本ワークショップでは、受講生が、最新の研究成果について、その方法・結果・含意の重要性を判断できる
ようになることを目標とします。
The purpose of this workshop is to be able to evaluate each research outcome in terms of its
methodology, novelty, and its policy implications.
授業内容
１
２
３
４
５
６
７
ワークショップを 15 回程度開催する。
８
We offer about 15 workshops.
９
10
11
12
13
14
15
成績評価の方法と基準
(70%) ワークショップでの積極的な議論への参加
(30%) ゲストスピーカーに対して、研究改善に寄与するコメントをする
(70%) Active participation and discussion
(30%) Making comments that improve guest speakers' research
授業時間外学習の指示
なし N/A
教科書・参考書
なし N/A
履修条件・関連する科目・注意事項
履修・出席希望者は必ず wtr.tamura@gmail.com に E メールを送ること。
For participants and registering students, please email to wtr.tamrua@gmail.com to notify.

課題設定型ワークショップについて

課題設定型ワークショップ（以下「課題設定型 WS」という）は、大学院教育の実質化をめ
ざすため、あらかじめ定められた課題を中心テーマとし、数名の教員が共同して開催し、
WS での報告を通し教員（研究者）と大学院生が協働することで、大学院における研究と教
育の充実を図るものです。

１．単位取得の要件
WS への出席に加えて、大学院前期課程の院生には関連するテーマを取り上げた期末レポ
ートの提出、後期課程の院生には各自の進める研究に則した報告が義務づけられます。

２．履修上の注意
① 課題設定型 WS への登録は、春学期に行います。春学期、秋学期を通して開催されま
すが、与えられる単位は 2 単位です。
② 公開セミナーを課題設定型 WS において行うことができます。
③ 公開セミナーを課題設定型 WS で行う場合は、主指導教員の承認を必要とします。
④ 公開セミナーを課題設定型 WS で行う場合、できるだけ課題設定型 WS への履修登録
をするようにしてください。

３．課題設定型 WS の開催日
① 課題設定型 WS は、原則として、あらかじめ定められた曜日・時間帯に開催されます。
② 報告者の都合等で、ワークショップがあらかじめ定められた曜日・時間帯以外に開催
されることがあります。
③ HP および掲示板に掲示されるワークショップカレンダーに注意して下さい。
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