
経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０１ 経済学演習 I (安達剛)

春学期 ３年以上：２単位 安達 剛

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済学を社会問題に応用する力を身に付ける。

授業概要
Course Outline

ミクロ経済学は知識ではなく思考の型であり、社会や日常生活の現場で活用できなければ意味がありませ

ん。ミクロ経済学やゲーム理論の授業では理論を抽象的な形で学習していますが、それを「どこで」「どのよ

うに」使うのかという技術は、理論とは別に体系的に学習して身に付ける必要があります。この演習では、討

議に重点を置いた理論テキストの輪読と、現実の社会問題についてのケーススタディ、そしてフィールドワー

クの３つを柱として≪ミクロ経済学・ゲーム理論を現場で使う技術≫を習得していきます。

演習Ⅰでは、①問題をインセンティブ構造で捉える技術、②仮説を【発見・発明】に変える技術、③ミクロ

経済学・ゲーム理論や統計学を使って独自の研究をする技術、の習得と習熟を目指します。ゼミ生同士の討

議をメインとしたケーススタディと、研究計画の指導が中心になります。

授業の到達目標
Objectives

問題をインセンティブ構造で捉える技術について習熟する。

ミクロ経済学・ゲーム理論・統計学を用いた研究の構造について理解する。

問題を自ら見つけ、仮説を考え、検証するプロセスとその意義を学習する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：イントロダクション

第２～４回：インセンティブ構造で考える（反復練習）

第５～６回：仮説をみがく（反復練習）

第７～８回：簡単に検証する

第９～10回：学問を使って発見・発明をする

第11回：検証方法の学習（ミクロ経済学・ゲーム理論）

第12回：検証方法の学習（統計学）

第13回：検証方法の学習（質的研究）

第14回：研究計画をたてる

第15回：まとめ

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％

討議への参加度合と、輪読で使用するテキストの読み込み度合で評価

する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０２ 経済学演習 I (荒木一法)

春学期 ３年以上：２単位 荒木 一法

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

企業と家計の行動分析（応用ミクロ経済学）

授業概要
Course Outline

（目的）本演習は、企業と家計の行動分析を題材として、参加者の分析力とコミュニケーション能力を向上さ

せることを主たる目的とします。

（方法）伝統的なミクロ経済学に加えて、ゲーム理論や契約理論を具体的な分析事例を交えて学ぶことで、参

加者の分析力の質を高め、幅を拡げることを試みます。また、プレゼンテーションと討論の機会をできるだ

け多く確保するとともに、適宜短いレポートの提出を求め、参加者の「話す力」「書く力」の向上に努めます。

（題材の説明）主に企業の戦略決定（投資・資金調達行動、マーケティングなど）と資金仲介者（銀行・証券

会社等）の行動を分析し、時間的余裕があれば家計の消費・貯蓄・資産選択行動も扱いたいと考えています。

これらのトピックをミクロ経済理論を用いて分析する文献を輪読するとともに、関連ニュースを報じる和文

および英文の新聞・雑誌等の記事を題材にディスカッションをおこない理論の応用力を強化します。

（授業の進め方）春学期は共通のテキストを使用し、参加者が担当箇所を発表していきます。例年は各人３

回の発表機会があります。夏合宿では事前に設定した課題について調査し、その結果を口頭で発表するとと

もに、レポートとしてまとめ提出してもらいます。

（授業時間について）ゼミは、３年４年合同で月曜４時限、５時限連続で行います。

（授業以外のゼミ活動）年間数回のペースで実務の第一線で活躍されているゲストスピーカーによる講義や

ゼミ卒業生も参加する勉強会をを実施する予定です。講義や勉強会を通じて、ゼミ生の皆さんがあたらしい

知識・視点を吸収し、将来の進路について考えるヒントを得ることを期待します。月曜４時限＆５時限以外

の時間に実施される活動については参加を必須とはしませんが、ゼミ生諸君はこれらの活動にも積極的に参

加してください。

授業の到達目標
Objectives

・状況に応じたプレゼンテーションをおこなうことができる。

・ディスカッションにおいて、自らの考えを効果的に伝えたり、多様な意見を整理し集約したりすることがで

きる。

・ミクロ経済理論の応用力を強化し、与えられた事例に即応的分析を加えることができる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：プレゼンテーションに関する留意点 （講義）

第２回～第14回：受講生によるプレゼンテーションとディスカッション

第15回：夏休みの課題の説明
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教 科 書
Textbooks

現３年生は、夏までに以下の４冊を輪読しました。

プレゼミ

伊神満『「イノベーターのジレンマ」の経済学的解明』日経ＢＰ

春学期

丸山雅祥『経営の経済学（第３版）』有斐閣

田中・保田『コーポレートファイナンス 戦略と実践』ダイヤモンド社

森岡・今西『確率思考の戦略論』角川書店

参考文献
Reference Books

適宜紹介します。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 試験は実施しません。

レポート
Papers 50％ 期末レポートを評価します。

平常点評価
Class Participation 50％

プレゼンテーションの内容とディスカッションへの貢献を評価しま

す。

そ の 他
Others 0％ 特にありません。

備考・関連URL
Note・URL

次の３科目の単位を取得済みであることを応募の前提条件とします。

「ミクロ経済学入門」、「経済数学入門」、「ミクロ経済学Ａ」

また、応募を検討する場合は、必ず教員による説明会（９月上旬）に参加するか、参加できない場合はコー

スナビで視聴し、ゼミの内容・方針を確認した上で判断してください。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０３ 経済学演習 I (有村俊秀)

春学期 ３年以上：２単位 有村 俊秀

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

環境経済学

授業概要
Course Outline

地球温暖化問題、大気汚染問題、廃棄物問題などの環境問題を分析する環境経済学を学びます。また、関連

する再生可能エネルギーなどエネルギー問題・政策についても経済学的にアプローチします。分析手法とし

ては、ミクロ経済学や、統計学を用いた計量経済学を用います。そのため、ゼミでは統計分析・計量分析の手

法も学びます。コンピュータールームでの統計分析の実習も行います。春学期は、教科書の輪読を行いなが

ら、研究活動の方法について理解を深めます。ゼミでは、欧州・米国あるいはアジアの環境政策についても学

ぶ予定です。

また、秋学期中にプレ演習を行います。そこでは、本格的なゼミ活動を行うまでの準備を行います。

授業の到達目標
Objectives

本演習では、環境経済学の論文を書くことを目標としています。そのため、前半は、環境経済学の考え方を

理解することを目指します。論文執筆では、定量分析をすることを目指すため、分析に必要な統計学、計量経

済学の手法を修得することも目標です。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：ガイダンス

第２回：教科書輪読①

第３回：教科書輪読②

第４回：ゼミ論執筆について

第５回：教科書輪読③

第６回：教科書輪読④

第７回：個人発表①

第８回：個人発表②

第９回：個人発表③

第10回：計量・データ分析入門①

第11回：グループ発表①

第12回：グループ発表②

第13回：グループ発表③

第14回：計量・データ分析入門②

第15回：まとめ

教 科 書
Textbooks

第１回目に提示する。
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参考文献
Reference Books

「入門 環境経済学」日引 聡・有村俊秀著（中央公論新社）

「環境規制の政策評価：環境経済学の定量的 アプローチ」有村俊秀・岩田和之著（上智大学出版会・ぎょ

うせい）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 研究論文が書けるようになる。

平常点評価
Class Participation 50％ 毎回参加し、ゼミに積極的に参加する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

統計学、計量経済学の知識を持っている方が望ましいですが、理論分析、環境政策の制度に関心がある人も

歓迎します。

関連URL：

http://www.f.waseda.jp/arimura/

ゼミ履修者には、学部の環境経済学及び計量経済学の受講をお願いします。

また、２年生の間に、統計または計量関係の講義を受講してください。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０４ 経済学演習 I (上田貴子)

春学期 ３年以上：２単位 上田 貴子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済データ解析

授業概要
Course Outline

本専門演習は、データ及びデータ解析に基づいて自ら調べ考える姿勢を身につけることを目標とする。

本演習I（春学期）では、

(１)どのような公的統計が利用できるか、学ぶ。

(２)PC室において、統計ソフトウェア等の利用方法を学ぶ。

また、履修者が各自でトピックを選定し、選定したテーマについて、公的統計調査等にもとづいて調査分析

を行い、期末レポートにまとめる。

統計学・計量経済学の知識の復習と、選定したテーマに関する自主的な勉強を必須とし、演習では事前に勉

強した内容に基づいて報告・議論を行う。

授業の到達目標
Objectives

学生諸君の多くは大学卒業後、社会へ巣立つ。周囲に氾濫する情報や一般常識などを鵜呑みにするのでは

なく、自分にとっての「正解」を自分でみつけていく能力は、職業生活においても個人生活においても役にた

つと考えられる。本演習では、自ら疑問を持ち、調査を行い、数字やデータなどの客観的根拠をもって自らの

考えをまとめ、さらにその考えを他者に向かってわかりやすくアピールする能力の基本を身につけることを

目標とする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

１．「統計学入門」「統計学」を２年次までに履修済であること。また、統計学２級検定の受験を推奨する。

２．３年春学期に「計量経済学」を必ず履修すること。

３．３年秋学期に「上級計量経済学（横断面・パネルデータ分析）」を必ず履修すること。（演習IIの単位取得

要件）

４．各自の選定したトピックに関連する学科目を必ず履修すること。

授業計画
Course Schedule

ゼミの履修者に興味と学習水準に応じて、文献の講読及び各自の選定したトピックに関する研究報告を行

う。無断欠席は本演習の放棄とみなす。やむを得ない理由によって欠席する場合、欠席連絡は必須とする。

また、課題を課すことがある。

第１回：春学期の演習の進め方について

第２－11回：PC実習を行う。

第12－15回：調査報告発表と討論

＊ ３－４年生合同で演習を行うことがあるため、演習I, IIIの両方に出席すること。

教 科 書
Textbooks

なし
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参考文献
Reference Books

なし

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 60％ レポート

平常点評価
Class Participation 40％

出席、文献購読の報告、討論への参加、ゼミ論の報告等により評価す

る。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０５ 経済学演習 I (大湾秀雄)

春学期 ３年以上：２単位 大湾 秀雄

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

労働経済学の知識とデータを用いて実践的課題に取り組む

授業概要
Course Outline

複数の書籍を輪読しながら、人事、組織、戦略、労働政策、教育、移民、高齢化、ジェンダー、スポーツ、

起業、イノベーションなど、幅広いテーマにおける疑問を掘り起こし、研究テーマを設定する。クラスで、複

数のテーマに絞ったあと、各自の興味に応じて、グループを編成し、夏以降のグループ研究に備える。必要に

応じて、ゲーム理論、戦略論、契約理論、因果推論、Rに関する講義を提供する。

授業の到達目標
Objectives

日本の労働市場の制度的側面を理解しつつ、これからの社会人、研究者に必要な思考法や技法を習得する。

具体的には、研究テーマの設定、先行研究のサーベイ、理論的フレームワークの選択、必要なデータの特定と

収集、因果関係の検証、結果の解釈、という研究に必要な一連の流れを理解する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

３冊の指定した書籍の輪読に加え、履修者の興味や発見した課題に応じ、適宜他の書籍や論文を輪読に加

える。また、毎回２名を指名し、その週に見聞きした経済・ビジネスニュースの中から、疑問に思ったことを

紹介させ、それに関しての実証研究を行うには、どういったアプローチが可能か議論を試みる。

教 科 書
Textbooks

「日本の労働市場―経済学者の視点」、川口大司編、有斐閣

「日本企業の採用革新」、服部泰宏/矢寺顕行著、中央経済社

「『イノベーターのジレンマ』の経済学的解明」、伊神満著、日経BP社

参考文献
Reference Books

「WORK DESIGN(ワークデザイン):行動経済学でジェンダー格差を克服する」、イリス・ボネット著、NTT出版

「オンラインデートで学ぶ経済学」、ポール・オイヤー著、NTT出版

「やさしい行動経済学」、日本経済新聞社
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 50％ 演習中の討論への参加と貢献

そ の 他
Others 50％ 輪読におけるプレゼンテーション

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０６ 経済学演習 I (荻沼隆)

春学期 ３年以上：２単位 荻沼 隆

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

意思決定理論とゲーム理論のミクロ経済分析への応用

授業概要
Course Outline

この演習では、主に、意思決定理論とゲームの理論を用いた経済分析について学ぶ。また、それに関連する

行動経済学の研究についても学習する。この演習では、まず意思決定理論とゲームの理論の標準的な内容を

学習する。その上で、限定合理性を考慮した分析のように発展的な研究を行うか、特定の分野に関するやや

現実的な応用研究を行うことを目的とする。

授業の到達目標
Objectives

意思決定理論・ゲーム理論の基本的内容を理解し、それらを現実の経済問題の分析に用いることができる

ように学習する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回－第７回：意思決定理論(行動経済学的内容を含む）のテキストを輪読し、その内容について議論する。

第８回－第15回：合理的選択理論(ゲーム理論的内容を含む）のテキストを輪読し、その内容について議論す

る。

に分けて、グループ発表をしてもらう。

教 科 書
Textbooks

I.ギルボア「意思決定理論入門」 （川越・佐々木訳） NTT出版

I.ギルボア「合理的選択（松井彰彦訳）みすず書房

その他

参考文献
Reference Books

未定。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 内容の正確さおよび問題設定・分析力を考慮する。

平常点評価
Class Participation 50％ 出席および授業への参加度、授業内での発表を総合的に考慮する。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

学生に対する要望：ミクロ経済学とゲーム理論に関係する演習なので、演習参加者は、事前にミクロ経済学

とゲーム理論の基礎知識があることが望まれる。それがあまりない場合は、演習での最初のテキストブック

の学習の時点で、キャッチアップするやる気のあることが前提条件になる。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０７ 経済学演習 I (小倉義明)

春学期 ３年以上：２単位 小倉 義明

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

金融の統計分析

授業概要
Course Outline

この演習では、金融理論の基本を参加者全員で議論しながら学ぶと同時に、自ら論理を組み立て、統計的手

法でそれを立証し、文章あるいはプレゼンテーションとしてそれを表現する訓練をする。

授業の到達目標
Objectives

この演習では、以下の５点を目標とする。

１．金融の基礎概念・理論を十分に理解すること。

２．日々報道される金融事象の意味を的確に把握できること。

３．自分の前提とする仮定を意識しつつ，自ら論理を組み立て，それを表現できるようになること。

４．英語による情報収集に慣れること。

５．ソフトウェアを用いた統計分析に慣れること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：オリエンテーション・打ち合わせ

第２～７回：テキスト１輪読・検討 Part 3: Financial Institutions （毎回３-４名程度が担当個所を報告）

第８～11回：統計ソフトウェアRの練習

第12～14回：グループ研究

第15回：グループ研究の中間報告

教 科 書
Textbooks

Mishkin, F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Global Ed. of 11th revised Ed.,

2015. （プレゼミでPart 2、前期ゼミでPart3, 4を輪読、Kindle版、中古でも可）

参考文献
Reference Books

授業中に関連する論文・書籍・データを紹介する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 30％ グループ研究構想発表会に参加すること

平常点評価
Class Participation 70％ 出席。報告。議論への活発な参加。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

○ マクロ経済学A、ミクロ経済学Aを履修済みであることが望ましい。

○ 金融論、ファイナンスを履修する予定であることが望ましい。

○ 計量経済学を並行して履修すると,分析手法の幅が広がるのでなお良い。

関連URL：

http://researchers.waseda.jp/profile/ja.94715480dc051ba129b1e943d2e9cd0c.html
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０８ 経済学演習 I (笠松学)

春学期 ３年以上：２単位 笠松 学

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済成長と所得分配

授業概要
Course Outline

我々が行っている様々な経済活動の結果を、最も包括的にとらえた指標の一つは国内総生産（GDP)とよば

れる。ある国の景気が良いとか悪い、あるいは経済政策が上手くいっているとかいないとかいう時にも、こ

の指標がしばしば持ち出される。また、長い期間にわたってGDPが増加すると経済は成長したと言われ、成長

する国は豊かになり、あまり成長しない国は遅れをとっていると言われたりもする。GDPが長い間に、なぜ、

そしてどのように変化するのかを考えることは、こうした様々な意見に対して自分の考え方を表明する上で

も役立つだろう。

他方、このGDPは、付加価値が分配される有様を記述する際にも使われる。さらに、人々は遺贈・相続・贈

与といったかたちで、富をやり取りする。このような所得や富の分配は、様々な格差や不平等を考える上で

一つの焦点になる。また、所得や富の分配のされ方と経済成長との間にどのような関係があるのかを考える

ことも興味深い。

この演習では、マクロ経済学、ミクロ経済学で学んだ内容を活かして、経済成長と所得や富の分配に関する

こうした様々な問題を取り上げ、互いに議論することで自分の考えを深め、世間で行われる経済論議への自

分なりの観点を確立できるよう努める。

最後に、そうした日頃の議論や学習の中から各自でテーマを選び、一つの論文として仕上げる。

授業の到達目標
Objectives

１．自分（たち）が担当するテーマ報告をし、内容を自分（たち）以外の人たちに理解させるように努める。

２．自分以外の人たちの報告を聞き、質問・コメントしたり、その内容を理解した上で自分の観点に基て議論

できるようになる。

３．自分の関心に従ってテーマを決め、必要な準備を施して一つの論文を完成させる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

報告に必要なレジュメなどを作成し、当日の活動記録を後日確認する。

授業計画
Course Schedule

第１回－第５回：基礎知識の確認と補足

第６回－第10回：基礎知識の確認と補足(2)

第11回－第15回：成長理論と分配理論の検討・討論

第16回－第22回：成長理論と分配理論の検討・討論(2) 成長・分配理論の応用

第23回－第29回：成長・分配理論の応用(2) および各自のテーマに基く発表・討論

第30回：理解度の確認
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教 科 書
Textbooks

春学期は、主に基礎的な知識を身に付けるために充てることが多い。

その際に、どのようなテキストを使用するかは参加者と相談して決める予定。

参考文献
Reference Books

フォーリー＆マイクル（佐藤・笠松監訳）、『成長と分配』（2002年、日本経済評論社）を参照すると、成長・

分配理論の内容の一部を知ることができる。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％

演習に参加し、報告をしたり議論をしたりする。

適宜、エッセイを書き、課題を完成させる。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

演習は、講義では十分にできない少人数の参加者間での質疑応答や議論を通じて、自分の経済学（に止まら

ない、その他の分野の）理解を確認し、深めるために絶好の機会となる。また、これまでの経済学の勉強内容

に不安がある場合でも、それを解消できる絶好の場にもなる。積極的に活用して欲しい。

言い換えると、演習に全員が参加して議論に加わる、あるいは議論を先導することが必須となる。

通例、夏休み中に合宿が予定されるので、各自の休み中の計画と整合させる必要がある。

また、春学期は代講の予定。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２０９ 経済学演習 I (片山宗親)

春学期 ３年以上：２単位 片山 宗親

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

マクロ経済分析

授業概要
Course Outline

本演習では、日本経済やアメリカ経済などを中心にマクロ経済に関する諸問題（金融政策やビジネスサイ

クルなど）に関するの基本的な知識や、必要な分析ツールの獲得を目指します。

授業の到達目標
Objectives

演習を通じてマクロ経済に関する知識を獲得するだけではなく、

１. 資料などを鵜呑みにして表面的な見方に流されるのではなく、自ら論理的に考える力

２. 独りよがりになるのではなく、自らの考えをオーディエンスに効果的に伝えるスキル

などを養うことを目標とします。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

プレゼンテーションとディスカッションを中心に行います。具体的なテーマは、参加者の興味に応じて決

定します。

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ プレゼンテーションの出来やディスカッションへの参加に基づく

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

http://www.f.waseda.jp/mkatayamaゼミに関しての質問などは、mkatayama@waseda.jpまで送って下さい。

よくある質問は、ココにまとめておきます。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１０ 経済学演習 I (金子昭彦)

春学期 ３年以上：２単位 金子 昭彦

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

国際金融

授業概要
Course Outline

まず、教科書で国際金融及び国際貿易の基礎を学ぶ。

その後、参加者各自の興味を踏まえた上で、以下の参考文献にあるような国際金融への動学的アプローチ

に移る。

授業の到達目標
Objectives

国際金融及び国際貿易の基本モデルを理解する

学術論文レベルの英文を読めるようになる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回－第15回：国際金融及び国際貿易の基礎知識の取得

教 科 書
Textbooks

"The Economics of European Integration" 6e Richard Baldwin and Charles Wyplosz

参考文献
Reference Books

"International macroeconomics" Martı́n Uribe and Stephanie Schmitt-Grohé

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ 出席状況、予習。

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

ミクロ経済学A、マクロ経済学Aの内容を理解していること。

英語文献の読解能力の高さ、自習時間に時間をかけることが望まれる。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１１ 経済学演習 I (川口浩)

春学期 ３年以上：２単位 川口 浩

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

日本経済の歴史的展開とその思想

授業概要
Course Outline

経済という行為は、時代・地域を問うことのない人間の普遍的な営為の一つである。

しかし、経済の実態は、ある一つの限定された時代・地域における特定の人々の行為の結果であり、従っ

て、地理的にも時代的にも一様なものではない。日本列島と呼ばれる地域に展開した経済も、地理的・時代的

条件とそこに生きた人々の特質とが作り上げた人間活動の一つの結果である。

本演習の課題は、日本における近世－近現代の経済の実態、及び、それを担った人々の経済思想に接近する

ことである。

ゼミ生の選考に際しては面接を行う。選考の第１基準は、積極的な学習姿勢である。各週の授業は勿論、

合宿その他の活動への積極的参加も必須である。また、本演習の参加者は、すべての経済史関係科目を履修

することが望ましい。

★応募手続が終わりましたら、直ちにその旨を ＜kawaguti@waseda.jp＞ に連絡して下さい。折り返し、面

接時間を返信します。

授業の到達目標
Objectives

日本の経済史および経済思想史の特性を専門的に理解すること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：前年度のプレゼミを踏まえて、２年間にわたる経済学演習の概要、最終目標としての卒業論文につい

て説明します。

第２回：輪読(1)

第３回：輪読(2)

第４回：輪読(3)

第５回：輪読(4)

第６回：輪読(5)

第７回：輪読(6)

第８回：輪読(7)

第９回：輪読(8)

第10回：研究報告(1)

第11回：研究報告(2)

第12回：研究報告(3)

第13回：研究報告(4)

第14回：研究報告(5)

第15回：まとめと理解度の確認

教 科 書
Textbooks

杉山伸也『日本経済史 近世―現代』（岩波書店、2012年）を輪読します。
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参考文献
Reference Books

川口浩編『日本の経済思想 時間と空間の中で』（ぺりかん社、2016年）

川口浩・石井寿美世・グラムリヒ=オカ・劉群芸『日本経済思想史 江戸から昭和』 (勁草書房、2015年)

川口浩、ベティーナ・グラムリヒ=オカ編『日米欧からみた近世日本の経済思想』 (岩田書院、2013年)

太田愛之・川口浩・藤井信幸『日本経済の二千年』 （勁草書房、2006年）

川口浩編著『日本の経済思想世界』 (日本経済評論社、2004年)

橋本寿朗『現代日本経済史』（岩波書店、2000年）

橋本寿朗・大杉由香『近代日本経済史』（岩波書店、2000年）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ 積極的な授業参加。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

正当な理由のない欠席等の怠業は一切認めない。以後出席無用。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１２ 経済学演習 I (河村耕平)

春学期 ３年以上：２単位 河村 耕平

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

Firms and Organizations in Japan I

授業概要
Course Outline

This discussion-based course introduces students to microeconomic analysis of Japanese firms. The

course first reviews basic game theoretic tools to understand organizational behaviour, and apply them

to study key aspects of firms in Japan. The topics covered include history and path-dependence, internal

organization of firms, employment practices and labour market, corporate governance, firm performance,

and comparison with other countries.

授業の到達目標
Objectives

The aim of this seminar is to enable students to examine various “Japanese” practices through

microeconomic theory, without simply resorting to “cultural” differences and other ad-hoc

explanations. The game theoretic models introduced in the course will also help students to use a unified

approach to understanding organizational practices in other countries.

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

Class 1: Introduction and overview

Classes 2 and 3: theoretical tool I – repeated games and relational contracts

Classes 4 and 5: theoretical tool II – coordination games and complementarities

Classes 6 and 7: theoretical tool III – history and path-dependence

Classes 8 and 9: Aoki’s theory of the “J-firm”

From Class 10 onwards, topics will be chosen according to students' progress and interests.

教 科 書
Textbooks

None

参考文献
Reference Books

Reading list will be provided for each class
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 30％ Essay(s)

平常点評価
Class Participation 70％ Presentation and discussion

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１３ 経済学演習 I (小林和夫)

春学期 ３年以上：２単位 小林 和夫

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

歴史のなかのグローバル化

授業概要
Course Outline

私たちが生きている現在の世界は、どのようにして形成されたのだろうか。このような問いを考えるとき

のキーワードの１つが、「グローバル化」であろう。本演習では、最近出版された文献を読みながら、グロー

バル化に関する理解を深めていきたい。その際に、ヨーロッパ人によってグローバル化が推進された、とい

う昔ながらのヨーロッパ中心主義的歴史解釈に束縛されることなく、各地域のアクターの役割にも目を向け

てみよう。各地域の経済発展の過程を学ぶなかで、グローバルな連関とローカルな動きの相互作用のなかで、

グローバル化が展開し、現代世界の基盤が形成されたことが理解できるようになる。

授業の到達目標
Objectives

テキストの輪読を通じて、経済史研究の基本的事項を習得する。それと合わせて、多面的に歴史を捉える

能力を涵養する。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

報告担当者を決めて、毎週テキストを輪読する。

教 科 書
Textbooks

以下の文献はあくまでも候補である。場合によっては、他の文献になる可能性もある。

Tirthankar Roy and Giorgio Riello, eds., Global Economic History (London and New York: Bloomsbury,

2018).

参考文献
Reference Books

必要に応じて、適宜紹介する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％ プレゼンテーションと議論への参加

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１４ 経済学演習 I (近藤康之)

春学期 ３年以上：２単位 近藤 康之

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

貿易、環境、経済効果の計量分析

授業概要
Course Outline

製品を生産するには半製品や電力などが必要であり、半製品や電力を生産するには原材料や天然資源が必

要です。製品のサプライチェーンは、さまざまな生産プロセス（あるいは産業）の複雑なネットワークにより

構成されています。経済のグローバル化が進んだ現代においては、製品のサプライチェーンは世界各国に広

がっています。したがって、我々の消費活動は国内産業だけでなく、貿易を通じて他国の産業にも影響を与

えます。また、生産活動により不可避的に廃棄物や温室効果ガスなどが排出されるため、我々の消費活動は

様々な地域の自然環境にも影響を与えます。持続可能な消費と生産を実現するためには、製品の国際サプラ

イチェーンに関するデータに基づく理解が必須です。

この演習では、貿易、環境、経済効果の計量分析の主たる方法として産業連関分析と回帰分析を学びます。

学んだ方法をデータに適用して分析すること、およびレポート執筆と口頭発表を通してソフトウェア使用と

プレゼンテーションの技術を向上することも重視します。

２年生の秋学期後半に実施するプレ演習では、貿易、環境、経済効果の産業連関分析に関する分析事例を通

して、産業連関分析がどのように用いられているかを学びます。

授業の到達目標
Objectives

産業連関分析と回帰分析の基礎的方法を理解し、それを実際にデータに適用して貿易、環境、経済効果の計

量分析を行えるようになること。また、分析結果をレポートおよび口頭により発表する技術を向上すること。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

産業連関分析と回帰分析の方法は、関連する講義（計量経済学、経済学研究）で学習します。ゼミの時間に

教科書の輪読などは行いません。４人程度のグループで11月までに共同論文を執筆するために予備的分析を

行うことが春学期中の課題です。最初の数回を除いて、ゼミの（ほとんどの）時間には、共同論文のためのグ

ループワークを行います。

第１回－第６回：共同研究論文のテーマ検討

第７回－第15回：共同研究論文のためのグループワークおよび進捗報告

教 科 書
Textbooks

指定しません。

－ 75 －



参考文献
Reference Books

学期の途中で随時指示します。

尾山大輔・安田洋祐（編著）（2013）『改訂版 経済学で出る数学：高校数学からきちんと攻める』日本評論社

小長谷一之・前川知史（編）（2012）『経済効果入門：地域活性化・企画立案・政策評価のツール』日本評論

社

藤川清史（2005）『産業連関分析入門：ExcelとVBAでらくらくIO分析』日本評論社

Miller, R. E.; Blair., P. D. (2009) Input-Output Analysis: Foundations and Extensions, 2nd ed.

Cambridge University Press

Nakamura, S.; Kondo, Y. (2009) Waste Input-Output Analysis: Concepts and Application to Industrial

Ecology. Springer

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 宿題、共同研究論文（予備的分析）

平常点評価
Class Participation 50％ グループワーク、進捗報告のプレゼンテーション

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

以下の講義を３年次までに必ず登録・履修してください：計量経済学、経済学研究・国際政治経済研究（近

藤康之）。
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１５ 経済学演習 I (齊藤有希子)

春学期 ３年以上：２単位 齊藤 有希子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

空間経済学

授業概要
Course Outline

現実社会において、空間経済学がどのような示唆を与えうるのか、興味のあるテーマを設定するとともに、

学術的な研究背景の理解を促す。

新規性のある研究を行い、研究成果の発表、卒業論文を作成するための指導をする。

授業の到達目標
Objectives

文献を精査し、それぞれのテーマにおいて、解明されてきたこと、解明されるべきことを深く考え、論理的

に伝えられるようになる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

①テーマごとに文献を調査し、文献レビューを発表する。

②興味あるテーマを設定し、データの収集をし、実証分析を行う。

③研究計画を議論し、研究の新規性についてレポートにまとめる。

３年次の年度末および卒業時には論文の提出を義務付ける。

質の高い卒業論文を書くことが最終的な目標である。

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books

適宜指示する。

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 30％ 学期中、学期末に２回提出するレポートによって評価する。

平常点評価
Class Participation 70％ 自身の研究発表および他人の発表に対する質問・コメントを評価する。

そ の 他
Others ％
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備考・関連URL
Note・URL

ミクロ経済学の基礎、経済数学の基礎を前提とする。
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１６ 経済学演習 I (笹倉和幸)

春学期 ３年以上：２単位 笹倉 和幸

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

新古典派総合

授業概要
Course Outline

この演習では新古典派総合について研究する。新古典派総合とは、短期においてはケインズの理論がそし

て長期においては新古典派の理論が成り立つという、1955年にサミュエルソンによって提案されたマクロ経

済学の考え方である。新古典派総合は1960年代には影響力があったが、次第に顧みられなくなり、現在では

「瓦解した理論体系」とみなされている。この演習では新古典派総合の今日的意義を探究する。新古典派総合

については参考文献（１）～（４）を、マクロ経済学の現状については参考文献（５）～（８）を読んでおく

こと。

授業の到達目標
Objectives

新古典派総合について自分自身の考えをもてるようになる。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

ケインズ『一般理論』を毎週２章ずつ読んで報告書を作成する。所要時間は毎週90分。

授業計画
Course Schedule

第１回：ケインズ『一般理論』

ケインズ『一般理論』について説明します。

第２回：古典派理論とセイの法則

古典派理論とセイの法則について説明します。

第３回：有効需要の原理

有効需要の原理について説明します。

第４回：消費理論

消費理論について説明します。

第５回：乗数理論

乗数理論について説明します。

第６回：投資理論

投資理論について説明します。

第７回：流動性選好説

流動性選好説について説明します。

第８回：貨幣数量説

貨幣数量説について説明します。

第９回：ハロッドの経済動学

ハロッドの経済動学について説明します。

第10回：ケインズ派の景気循環理論

ケインズ派の景気循環理論について説明します。

第11回：ヒックスとIS-LMモデル

ヒックスとIS-LMモデルについて説明します。

第12回：マネタリズムと合理的期待形成学派

マネタリズムと合理的期待形成学派について説明します。

第13回：新しいケインズ派経済学

新しいケインズ派経済学について説明します。

第14回：新古典派経済成長理論

新古典派経済成長理論について説明します。
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第15回：フリードマンとケインズ

フリードマンとケインズについて説明します。

教 科 書
Textbooks

Keynes, John M., 1936, The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan.（ケイ

ンズ（塩野谷祐一訳），1995，『雇用・利子および貨幣の一般理論』東洋経済新報社．）

参考文献
Reference Books

（１）荒憲治郎，1974，「新古典派総合：混合経済下の政策論の模索」，稲田献一・岡本哲治・早坂忠編『近代

経済学再考』有斐閣，pp. 91-118．

（２）根井雅弘，2018，『サムエルソン－『経済学』と新古典派総合』中央公論新社．

（３）De Vroey, Michel, 2016, A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond, New York:

Cambridge University Press.

（４）Karier, Thomas, 2010, Intellectual Capital: Forty Years of the Nobel Prize in Economics, Cambridge:

Cambridge University Press.（カリアー（小坂恵理訳），2012，『ノーベル経済学賞の40年』（上下巻）筑摩書

房．）

（５）Chugh, Sanjay K., 2015, Modern Macroeconomics, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

（６）Colander, David, and Craig Freedman, 2019, Where Economics Went Wrong: Chicago's Abandonment of

Classical Liberalism, Princeton: Princeton University Press.

（７）Mankiw, N. Gregory, 2006, “The Macroeconomist as Scientist and Engineer,” Journal of Economic

Perspective, Vol. 20, pp. 29-46.

（８）Romer, David, 2019, Advanced Macroeconomics, 5th Edition, New York: McGraw-Hill.（ローマ―（堀雅

博・岩成博夫・南條隆訳），2010，『上級マクロ経済学』（第３版）日本評論社）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 40％ ３年次はタームペーパー、４年次はゼミ論文の質で評価する。

平常点評価
Class Participation 60％ 授業への積極的参加｡

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１７ 経済学演習 I (白木三秀)

春学期 ３年以上：２単位 白木 三秀

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

労働・人的資源に関する国際比較研究

授業概要
Course Outline

本演習では「21世紀の労働・仕事」に関する国際比較研究を行う。仕事・労働は人間社会が続く限り、未来

永劫に続く研究課題である。人的資源が有効に活かされて初めて経済社会の発展がある。

経済社会では現在、短期的のみならず中長期的にも様々な変化が起こっている。経済環境の変動にとも

なって、労働市場、職業構造、キャリア、仕事内容、労働者意識などが変わる。またこれに応じる形で、企業

内の人的資源管理、政府の労働政策も変化しつつあるが、経済活動がグローバル化しているため、広い視野が

必要とされている。本演習では、「現代における労働・人的資源の国際比較」に的を絞り、それを掘り下げて

検討していきたい。

企業訪問やディベートなども随時取り入れ、ゼミ生同士で切磋琢磨し、現実感覚や論理的思考能力の涵養

を行いたい。

授業の到達目標
Objectives

日本企業が国際展開を加速する中で、労働政策の対応、人材や労働の内容や変動、さらには企業内の人的資

源の開発・管理がどのようになっていくのかについて、個々人の見方や考え方をロジカル、かつデータに基づ

き説得力を伴って論じられるようになることが、当面のゼミ活動の到達目標である。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回－第15回：テキストをグループで発表し、コメンテーターからコメントを受け、質疑に答える。

第16回－第18回：他大学とのディベートを行う。

第19回－第30回：テキストの報告、コメント、質疑を行うとともに、４年生の卒論の経過報告、質疑を行う。

教 科 書
Textbooks

その都度、提示する。

参考文献
Reference Books

その都度、提示する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations 0％ 実施しない。

レポート
Papers 30％

ゼミ内での発表レジュメ、企業・行政機関・専門家・個人に対するヒア

リング調査結果の報告書、発表内容の質的レベルなど。

平常点評価
Class Participation 70％

ゼミへの出席と参加度合、他の学生との課題の対する協力度合い、他

の学生への指導力・影響度など。

そ の 他
Others 0％ 特になし。

備考・関連URL
Note・URL
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１８ 経済学演習 I (田中久稔)

春学期 ３年以上：２単位 田中 久稔

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

経済学のための数学的方法

授業概要
Course Outline

この演習では，理論経済学および計量経済学を深く学ぶにあたって必要となる数学的な基礎を習得するこ

とを目標とする．具体的には，線形代数や位相の初歩を学んだうえで，それらの手法を用いて書かれたテキ

ストや論文を精読する．なお，2020年度の春学期は，ヒルベルト空間論に基づく時系列分析の理論を学ぶ予

定である．秋学期からは，新ゼミ生の希望を反映したトピックに移行する．

参加希望者は以下の３点に十分に注意すること： (i) 本演習では，統計処理言語「R」や数学的文書作成ソ

フト「pLaTeX2e」を多用する．したがって，各自が自分のノートPC（安価なもので構わない）を用意する必要

がある． (ii) この演習では膨大な範囲を学習することになるため，月曜４限・５限に２コマ連続して実施す

る． (iii) 正式に登録のない学生の聴講は受け付けない．

授業の到達目標
Objectives

以下の３点のすべてを目標とする．

(i) 参加者各自が，理論経済学あるいは計量経済学における，少なくとも一つのトピックについて完全な理解

を得る．

(ii) 得られた理解に基づいて，社会・経済現象を統計処理言語「R」を用いて数値的に分析する．

(iii) 分析の結果を，数学的文書組版ソフト「pLaTeX2e」を用いて小論文にまとめる．

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

参加者には，本学部で提供されている「解析学」「線形代数」「経済数学」「数理統計学」「計量経済学」の事

前知識を想定する．事後学習としては，講読するテキストに与えられている練習問題の解答，および演習内

の議論の内容を「LaTeX」を用いて文書化することを求める．

授業計画
Course Schedule

1) 数学的準備： 線形代数および位相の基礎知識を身に付ける．

2) ヒルベルト空間の基礎を学ぶ．

3) Brockwell and Davis, Time Series: Theory and Methods, Springer を輪読する．

4) 新しいトピックを話し合いにより決定する．

教 科 書
Textbooks

Brockwell and Davis, Time Series: Theory and Methods, Springer

（早稲田大学内ネットワークを利用すれば，公式PDF版が無料でダウンロード可能である）

田中久稔 『計量経済学のための数学』（日本評論社）

参考文献
Reference Books
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 100％ 学期末レポートにより評価する．

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２１９ 経済学演習 I (内藤巧)

春学期 ３年以上：２単位 内藤 巧

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

国際貿易論

授業概要
Course Outline

国々はどのような財を輸出し，輸入するのか？人々は貿易から利益を受けるのだろうか？このような問題

を扱う国際貿易論は19世紀以来多くの人たちの興味を引きつけてきたが，それを理解し，他人に説明できる

までに習熟するのは平均的な経済学科の学部生にとって非常に難しい．

国際貿易論が難しい１つ目の理由は，一般均衡モデルを考えなければならないからである．国際貿易は異

なる産業の間で，あるいはある産業内の異なる製品の間で起こるものなので，必然的に２つ以上の財あるい

は製品（そしてそれらの生産に使われる生産要素も）の市場均衡を同時に扱わなければならない．中級ミク

ロ経済学の授業でさえ不十分にしか触れられない生産経済の一般均衡モデルを，２つ以上の国がある経済で

分析しなければならないのだから，理論的な難易度が高いのは当然である．

２つ目の理由は，国際貿易論の実証科学化である．より細かいデータの入手可能性とコンピューターの性

能が高まり続けていく中で，国際貿易の理論はますます実証可能になってきている．しかしながら，理論と

現実の距離を正確に測るためには，適切な計量手法を理解し，実装するスキルを身につけなければならない．

このように，国際貿易論に習熟するには多くの時間と努力が必要である．このゼミでは，I-IVの４学期に

わたって，国際貿易モデル（完全競争モデルと不完全競争モデル）の理論と実証を「ゆっくり」「深く」学ぶ．

より具体的には，奇数年度には完全競争モデル（リカード・モデル，ヘクシャー・オリーン・モデルなど），

偶数年度には不完全競争モデル（クルッグマン・モデル，メリッツ・モデルなど）を扱う．春学期（演習I,

III）には理論，秋学期（演習II, IV）には実証を行う．

前提条件として，演習Iの開始時点までに２年春学期配当「ミクロ経済学A」，及び演習IIの開始時点までに

２年春学期配当「計量経済学」を履修するか，それと同等の知識を身に着けていることが必要である．

授業の到達目標
Objectives

国際貿易モデル（完全競争モデルと不完全競争モデル）の理論と実証を理解し，説明できるようになる．

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

発表者はランダムに当てられるので，全ての学生は常に発表の準備をし，章末問題を解いておかなければ

ならない．理論の場合は発表スライドを用意する必要はない．

授業計画
Course Schedule

奇数年度第１回-第15回：van Marrewijk (2012), Chapters 3-7（時間があればChapter 8も）を輪読し，章末

問題を解く．

偶数年度第１回-第15回：van Marrewijk (2012), Chapters 9, 10, 17（時間があればChapter 11も） を輪読

し，章末問題を解く．
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教 科 書
Textbooks

van Marrewijk, C., 2012. International Economics, Second Edition. Oxford University Press, Oxford.

参考文献
Reference Books

大学院レベル：

Feenstra, R. C., 2016. Advanced International Trade, Second Edition, Princeton University Press,

Princeton.

実証（演習II, IVの教科書）：

清田耕造，神事直人，2017. 『実証から学ぶ国際経済』．有斐閣，東京．

中級（プレ演習の教科書）：

阿部顕三，遠藤正寛，2012. 『国際経済学』．有斐閣，東京．

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 100％

・発表及び議論のパフォーマンスを総合的に評価する．

・欠席３回以上で不合格．ただし，就職活動等による欠席は事前に証

拠を提出したときのみ欠席として扱わない．

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

＜http://www.f.waseda.jp/tnaito/＞
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経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２２０ 経済学演習 I (中村愼一郎)

春学期 ３年以上：２単位 中村 慎一郎

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

産業エコロジー Industrial Ecology

授業概要
Course Outline

地球温暖化・海洋酸性化・海洋プラスチック汚染をはじめ，経済活動の全球的環境影響が深刻化している．

企業経営、政府の政策立案、消費者行動において環境への配慮が無視できなくなっている．産業エコロジー

（Industrial Ecology, IE）は環境と経済活動との関わりを定量的・実務的に捉える分野であり、ISO14000シ

リーズに標準化され多くの企業で採用されている製品環境影響評価手法であるLCA（ライフサイクルアセスメ

ント）、資源循環を包括的・視覚的に捉える手法として広く使われているMFA（マテリアルフロー分析）、およ

び製品のライフサイクル全体を通じた経済性評価手法であるLCC（ライフサイクル費用計算）を主な手法とし

て含む．本演習の目的は、先ず，深刻化する環境問題と経済活動の関連についての基本的知見を得ることで

ある．その上で，実社会において広く使われ、環境問題の深化と共に今後ますますその重要性を増すであろ

うこれらIndustrial Ecologyの手法を正しく理解し、実際に応用できるようになることである。

ここにおける重要なキーワードは生産・使用・廃棄から成る製品ライフサイクルである。環境問題はシス

テム全体に関わることであるので、相互依存関係を対象とする経済学の観点には役に立つものが少なくない。

しかし、従来の経済学では使用・廃棄段階の問題を明示的に扱うことが極めて少なかった。たとえば、廃棄物

は生産・消費に伴い必ず発生するが、標準的ミクロ経済学では廃棄物の記述が無い。

本演習は、諸君の経済学知識を最大限生かしつつ、産業エコロジー的な視点の涵養に勤める。

キーワード：製品ライフサイクル、LCA、LCC、MFA、環境効率、持続可能な生産と消費

授業の到達目標
Objectives

１ 環境問題と経済活動の関連についての基本的知見を得る．

２ LCA(ライフサイクルアセスメント)についての基礎的知識を得る.

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

「プレ演習」ではライフサイクルアセスメント(LCA)に関する報告書・論文を数点読み，その内容について

レポートを作成する．

その目的はLCAについての事前知識を得ることと専門的な報告書・論文に慣れることにある．

授業計画
Course Schedule

産業エコロジー分野，特にLCAについて基礎を学習し，応用事例を通じて理解と基礎的手法の習得を行う．

応用分野について，履修者による自主的かつ合理的な希望がある場合，なるべくそれを尊重する．例年，身近

な消費活動，例えば衣食住，に関わるもの，建築に関するもの，交通システムに関わるもの，が取り上げられ

ている．演習では毎週履修者によるPPTを用いた報告を行う，積極的な質問・議論が期待される．そのために，

履修者は十二分な事前の準備がのみでなく，説得力あるプレゼンテーションを行うことが求められる．

教 科 書
Textbooks

なし
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参考文献
Reference Books

必要に応じて指示

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％ 筆記試験は行わない

レポート
Papers 50％ LCAに関するレポートを作成し，演習において発表する

平常点評価
Class Participation 50％

ゼミ出席は単位の条件．正当な理由なき欠席・遅刻は早稲田大学規定

に従い対応する．演習への積極的参加を評価の対象とする。

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

環境分野は日進月歩の世界である。演習においては教科書の情報が陳腐化している可能性が少なくないの

で、webなどから最新情報を入手することが必要である。留意されたい。

関連URL：

http://www.f.waseda.jp/nakashin/index.html
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２２１ 経済学演習 I (船木由喜彦)

春学期 ３年以上：２単位 船木 由喜彦

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

ゲーム理論と実験経済学

授業概要
Course Outline

この演習ではⅠからⅣまで継続することにより、「ゲーム理論」の基礎を修得すること、また、「経済学実

験」を実施・分析する基礎能力を修得することを目標とします。さらに、それに関連する経済学・政治学諸分

野の問題を研究します。例えば環境問題、情報の経済学、産業組織論、公共財供給問題などがそれらの研究

テーマの一例となります。

ゲーム理論では、互いに依存関係のある状況における、個人の合理的な意思決定や行動を研究します。実

験経済学では、ゲーム理論や経済学の理論のとおりに人々が行動するのか、もし、そうでないとすると、それ

はなぜかという問題を研究します。

最終的な目標は自分の定めた研究テーマの卒業論文を作成し、それを卒論発表会で報告して頂くことです。

３年次の演習Ⅰ・演習Ⅱでは、このための基礎研究をします。まずは、担当教員の推薦するゲーム理論あるい

は実験経済学の平易なテキストまたは資料を輪読することから始める予定です。その際、実際にゼミの皆さ

んに参加していただいて、人々の行動選択の実験を実施し、実験経済学をより理解していただく予定です。

卒業論文のテーマとしては上記のほか、実際に実験を実施した研究、国際政治・国際経済に関する研究、ス

ポーツのゲーム理論分析、制度の比較研究、交通混雑の解消の問題、ゼミの学生マッチングの問題など内容は

多岐にわたりますが、そのほとんどがゲーム理論に関連した研究です。その中には論文コンクールにおいて

優秀賞を受賞したものもあります。なお、卒業論文の内容は卒論発表会にて報告しますが、OBや２年生の参

加もあります。例年、１－２割の学生が大学院に進学します。なお、各演習科目修了時にはその期間に学ん

だことをまとめたレポートを作成していただきます。

実験経済学に関しては、担当教員の実施する経済学・ゲーム理論実験に参加して頂き、実地的に実験経済学

の知識・技能を修得して頂く予定です。東京大学や慶応大学とのインターゼミ、さらにオープンゼミの準備、

発表会なども実験経済学の修得に役立ちます。

授業の到達目標
Objectives

ゲーム理論の基礎知識の確実な修得、経済学実験実施・分析能力の修得、さらにそれらを踏まえた応用力の

養成。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

経済学演習Ⅰ

第１回：春休み中の研究報告、テキスト選定、年度計画

第２回－第13回：テキスト輪読、経済学実験実習、

第14回、第15回：テキスト輪読、経済学実験実習、オープンゼミへの対応を含めた演習

夏合宿（テキスト輪読、経済学実験実習、懇親会）

経済学演習Ⅱ

第16回－第20回：テキスト輪読、経済学実験実習、慶応大学とのインターゼミ

第21回－第24回：卒論テーマ設定（議論と面接）

第25回－第26回：卒論研究に向けての報告と議論、３年次期末レポートの作成

第27回－第28回：４年生の卒論に対する討論、３年次期末レポートの作成

第29回：卒論発表会（４年生）と討論会

第30回：今後研究計画の報告、３年次期末レポートの提出
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教 科 書
Textbooks

担当教員の配付する資料またはテキストを用います。

参考文献
Reference Books

船木由喜彦『初めて学ぶゲーム理論』（新世社）

船木由喜彦『ゲーム理論講義』（新世社）

船木、武藤、中山編著『ゲーム理論アプリケーションブック』（東洋経済新報社）

中山、武藤、船木編著『ゲーム理論で解く』（有斐閣）

武藤滋夫『ゲーム理論入門』（日経文庫）

船木、石川編著『制度と認識の経済学』（NTT出版）

佐々木宏夫『入門ゲーム理論』（日本評論社）

梶井厚志『戦略的思考の技術』（中公新書）

船木由喜彦『演習ゲーム理論』（新世社）

岡田 章『ゲーム理論・入門』（有斐閣アルマ）

河野、西條編『社会科学の実験アプローチ』（勁草書房）

川越敏司『行動ゲーム理論入門』（NTT出版）

フリードマン・サンダー『実験経済学の原理と方法』（川越ほか訳・同文社）

評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation ％

そ の 他
Others 100％

出席点を基に、演習での報告、議論、レポートの内容を加味して成績評

価をする。

備考・関連URL
Note・URL

学生に対する要望：「受講希望学生に対する掲示」を良く読んでください。

関連URL：http://funakiwaseda.goodplace.jp/

http://yukihikofunaki.blogspot.jp/

大学院進学希望者は４年次より、大学院のゼミに参加することができます。
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整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２２２ 経済学演習 I (星野匡郎)

春学期 ３年以上：２単位 星野 匡郎

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

ミクロ計量経済学

授業概要
Course Outline

ミクロ計量経済学とは，個人や家計，企業などの個票データに関する計量経済手法のことを指します．本

講義では，機械学習を含む先端的なミクロ計量経済学の学習に取り組みます．

具体的な内容については，テキストの輪読，統計ソフトを用いた演習，グループでの論文執筆，論文・政策

コンテストへの参加など，学生のレベルや希望に応じて決定します．

授業の到達目標
Objectives

卒業論文の執筆に向けて，より専門的なテキストや先行研究を読解できるようになる．

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

入門的な計量経済学の知識は前提とします．

授業計画
Course Schedule

学生の発表を中心に授業を進めます．前半はテキストの輪読，統計ソフトを用いた演習，グループワーク

など．後半から卒業論文執筆に向けて準備を行います．そのほか，合宿や他大学との合同ゼミの有無などは，

学生の希望に応じて決定します．

教 科 書
Textbooks

参考文献
Reference Books

2018年度輪読テキスト

『Rによる実証分析：回帰分析から因果分析へ』 (2016) オーム社 星野匡郎，田中久稔

2019年度輪読テキスト

『Pythonからはじめる数学入門』 (2016) オライリージャパン Amit Saha

『ゼロから作るDeep Learning：Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装』 (2016) オライリージャパン

斎藤康毅
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers ％

平常点評価
Class Participation 60％ 授業出席，発表，議論への参加

そ の 他
Others 40％ 発表のクオリティーに応じて加算する．

備考・関連URL
Note・URL

－ 92 －



経済学演習Ⅰ 2020

整理番号 科 目 名 学期 配当年次・単位 担当教員
No. Course Title Term Eligible Year・Credits Instructor

２２３ 経済学演習 I (村上由紀子)

春学期 ３年以上：２単位 村上 由紀子

2014年度以降入学者 算入科目区分

政治/経済/国際政経 専門演習

副 題
Subtitle

労働に関する研究

授業概要
Course Outline

多くの人は人生の中でかなりの時間を仕事に費やしている。また、労働力なくしては経済活動は成り立た

ない。本演習では経済の根幹と我々の生活を支える「労働」に関連する研究を行う。研究領域は広く、以下の

分野を含んでいる。

１. 労働者の視点からの研究

労働供給、職業（企業）選択、人的資本投資、労働移動、ワーク・ライフ・バランス、労働組合など

２. 企業の視点からの研究

労働需要、技術選択、人的資源管理、イノベーション・マネジメント、ダイバーシティ、職場のメンタルヘ

ルスなど

３. 労働に関連する政策

①労働政策（労働時間や賃金の規制、女性・高齢者・若年者・外国人等の雇用政策、失業対策、労働市場のマッ

チング政策など）

②人材育成・能力開発に関連する政策（学校教育、職業訓練など）

③勤労者の生活を支える医療、社会保障（雇用保険、年金、健康保険、労災保険など）

④経済成長を促進する政策（創業支援策、イノベーション政策など）

授業の到達目標
Objectives

経済学演習Iでは、経済学演習IIでグループ研究とインターゼミナールでの発表を行うための準備を行う。

グループ研究では３－５人から成るグループに分かれて全体テーマのもとでサブテーマを定めて研究を行

い、研究成果を口頭のプレゼンテーション（ゼミ内及びインターゼミナールでの発表）と論文により発表す

る。経済学演習Iでは、2019年度のグループ研究全体テーマに関連する文献を読み議論し、サブグループの研

究課題を決定することを最終目標とする。

事前・事後学習の内容
Preparation and Review

授業計画
Course Schedule

第１回：イントロダクション

第２回－３回：プレゼンテーションの練習

第４回以降： サブグループの決定に向けて文献研究とディスカッション

最終回： サブグループの決定と本学期のまとめ

教 科 書
Textbooks

授業中に指示する。

参考文献
Reference Books

授業中に指示する。
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評価方法
Evaluation

割 合（％）
Percent(%)

評 価 基 準
Description

試 験
Examinations ％

レポート
Papers 50％ 課題の提出と内容

平常点評価
Class Participation 50％ 出席、授業への取り組み

そ の 他
Others ％

備考・関連URL
Note・URL

演習への参加は2019年度開講の労働経済学ⅠとⅡを履修することを前提とする。本演習は３年時の演習Ⅰ

とⅡのみで、４年時の演習ⅢとⅣは開講されない。
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