開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

選択／elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
2.0/2.0/2.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160586005302

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GEMA 12711̲005

授業科目名／Subject

●現代経済と企業活動Ⅰ(経済活動と社会)／Economic activity and society

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

小山

久美子／Koyama Kumiko, 赤石

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

小山

久美子／Koyama Kumiko

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

小山

久美子／Koyama Kumiko

科目分類／Class type

全学モジュールⅠ科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

教養教育B棟44／RoomB‑44
選択科目：
テーマ名：現代経済と企業活動
カテゴリー名：多様性と共生（医歯工環）
第1，2回授業で言及

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Object Student

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address
担当教員研究室/Laboratory

3クォ

曜日・校時／Day・Period

木／Thu 1, 木／Thu 2

05860053

孝次／Akaishi Takatugu

講義形態／Class Form

講義／Lecture

片淵キャンパス本608

担当教員TEL/Tel
授業終了後20分程度
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
国境を超える経済活動である貿易をグローバル化の歴史から考える。
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method
授業内容/Class outline/Con
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
成績評価の方法・基準等/Evaluation
受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

経済活動である国際貿易に関連した事項を歴史的変遷からきちんと理解し、説明できる。「
１，３，５，８，１０，１２、B、C」
講義/授業時の受講生による学習、発言、参加形式をとる場合あり（受講者人数による）
本授業は経済社会生活に不可欠となっている国際貿易を取り上げ、近年顕著となっている事象や問
題に関して、国際貿易体制やその体制に影響力の大きい米国を特に取り上げて史的変遷を考察する
。政府の政策や企業の影響も考える。

国際貿易、歴史、米国
教科書を使用予定（できるだけ最新のものを使用予定。詳細は未定のため第1,2回授業で言及）
授業時のテスト等 (複数回予定）80%、授業時の提出物20%(詳細は第1,2回授業で言及。変更がある
場合もその時に言及する）
真摯に取り組む学生の受講を希望する（遅刻せずきちんと授業に出る、予習をして授業に臨む等）
。
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい 学生支援室）にご相談下
さい。 アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先 （TEL）095‑819‑2006 （FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

授業の進め方や成績評価の方法の説明について、第1，2回授業で言及。

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents
授業の進め方等の説明

１
２〜４
５〜６
７〜８
9 10
11〜12
13〜14
15

貿易障壁/非関税障壁とは
非関税障壁の変遷史
非関税障壁をめぐる国際的調和化
米国の事例、機関について
米国の事例（歴史）
米国の事例（近年の状況）
現在の状況

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
／Second Semester
2016/09/30〜2017/02/03

必修選択／Required/Elective class

選択／elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
2.0/2.0/2.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160586005702

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GEMA 12721̲005

授業科目名／Subject

●現代経済と企業活動Ⅰ(企業の仕組みと行動)／Organization and behavior of enterprize

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

張

笑男／Xiaonan Zhang, 赤石

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

張

笑男／Xiaonan Zhang

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

張

笑男／Xiaonan Zhang

科目分類／Class type

全学モジュールⅠ科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育B棟44／RoomB‑44
選択科目：
テーマ名：現代経済と企業活動
カテゴリー名：多様性と共生（医歯工環）
choshonan@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

東南アジア研究所310

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Object Student

後期

曜日・校時／Day・Period

金／Fri 2

05860057

孝次／Akaishi Takatugu

講義形態／Class Form

講義／Lecture

担当教員TEL/Tel
講義に関する質問等は本講義開講時間後教室にて順次受け付ける。
担当教員オフィスアワー/Office hours
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and
本講義は、会社法に関する基本的知識を提供する。
Objectives

授業到達目標/Goal
授業方法（学習指導法）/Method
授業内容/Class outline/Con
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
成績評価の方法・基準等/Evaluation

会社法上の各種ルールの趣旨を理解し、企業の経済活動や時事問題を会社法の視点から考察できる
ようになることを目標とする。（①②③⑧⑩BCD）
講義形式で行う。このほか、必要に応じてＬＡＣＳ掲載資料・その他の配布資料等を用いる。
企業に関する法規制の中でも、特に株式会社の仕組みおよび活動を規律付ける会社法の基本知識を
中心とする。

未定。
講義中に提出するレポート（50％）および定期試験（50%）による。

受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり
得る社会的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配
慮等のサポートについては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい
学生支援室）にご相談下さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095‑819‑2006 （FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

初回の講義において教科書・参考書について説明する。

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

第1回

イントロダクション

第2回

企業と各種法規制

第3回

会社の概念と会社法

第4回

会社の種類と分類

第5回

株式会社の基本概念

第6回

会社の設立

第7回

株主と株式（１）

第8回

株主と株式（２）

第9回

中間まとめ（定期試験を含む）

第10回

コーポレートガバナンス総論

第11回

会社の機関（１）

第12回

会社の機関（２）

第13回

会社の資金調達

第14回

組織再編

第15回

企業結合

第16回

定期試験

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Third Quarter
2016/09/30〜2016/12/01

必修選択／Required/Elective class

選択／elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
2.0/2.0/2.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160586006101

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GEMA 12731̲005

授業科目名／Subject

●現代経済と企業活動Ⅰ(経済政策と公共部門)／Economic Policy and Public Sector

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

工藤

健／Kudo Takeshi, 高木

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

工藤

健／Kudo Takeshi

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

工藤

健／Kudo Takeshi

科目分類／Class type

全学モジュールⅠ科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育A棟24／RoomA‑24
School of Education, School of Pharmaceutical Sciences, School of Fisheries, School of
Global Humanities & Social Sciences
tkudo@nagasaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

Main building Rm521 at Katafuchi campus

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Object Student

3クォ

曜日・校時／Day・Period

月／Mon 1, 月／Mon 2

05860061

かおる／Takaki Kaoru

講義形態／Class Form

講義／Lecture

担当教員TEL/Tel

095‑820‑6369
Mon.0‑1pm. / After each session
担当教員オフィスアワー/Office hours
Students may ask any questions by LACS or E‑mail.
The public sector plays an important role in the market economy. This course focuses on
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and the role and effects of public policies in a market economy. Through analyses of economic
policies, students are expected to understand the concept of "Public Space" in our
Objectives
everyday life.
At the end of the course, the students will be able to:
(1) Evaluate the state of resource allocation by the market and economic policies,
(2) Understand the role of public sector in a market economy, and analyze the effects of
授業到達目標/Goal
public policies,
(3) Discuss about the relevant economic policy issues, and present for the class the
results of discussions.
*NOTE: This course will be conducted in Japanese.
To achieve the goals, we will combine the methods below:
(1) The students learn the methods of economic analysis with the course materials on
LACS, and then solve the problems on LACS to confirm their understanding.
授業方法（学習指導法）/Method
(2) The students share their understanding in the small groups. The instructor can give
the short lecture if it is necessary for the students.
(3) We implement relevant economic experiments and group discussions for the students to
learn the basic concepts and relevant policy issues.
(1) The method and contents of this lecture in detail will be announced in the 1st
session.
(2) The students who absent the 1st session should contact with the instructor as soon as
possible.
授業内容/Class outline/Con
(3) Words within the brackets [ ] in Course Schedule refer the some of kewwords in each
session.
(4) The contents can be changed to adjust to the students' understanding.
Market mechanism, Evaluation of resource allocation, Market failure, Role of the public
キーワード/Key word
sector, Fiscal policy
Textbook: Course Materials will be delivered through LACS system.
References:
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
N. Gregory Mankiw. (2014) Essentials of Economics, 7th ed. South‑Western College Pub.
material,and Reference book
(ISBN: 9781285165950)
(Further references will be announced in the lecture.)
Written Assignments and Quizzes on LACS 50%, Exercises and Contribution to the class 50%
The written assignments and quizzes on LACS correspond to the goals (1) and (2).
The exercises and contribution to the class correspond to the goal (3).
成績評価の方法・基準等/Evaluation
(*) Makeup exam for the students marked "D" cannot be implemented.

受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

Students are expected to do homework for 8 hours per week.
In order to ensure equal educational opportunities for all students, Nagasaki University
strives to remove societal barriers that may interfere with academic activities, and to
provide reasonable accommodations as necessary and appropriate. If you have any questions
or concerns regarding reasonable accommodations or other support in this class, please
feel free to talk to the instructor (contact information above), or contact the Student
Accessibility Office.
Student Accessibility Office contact information
（TEL）095‑819‑2006
（FAX）095‑819‑2948
（E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students

https://lacs.nagasaki‑u.ac.jp/
1) The students should participate actively in the class to accelerate the group
activities.

授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)
*Date might be changed.
01. (Oct. 3rd)
02‑03. (Oct. 17th)
04‑05. (Oct. 24th)
06‑07. (Oct. 31st)
08‑09. (Nov. 7th)
10‑11. (Nov. 14th)
12‑13. (Nov. 21st)
14‑15. (Nov. 28th)

授業内容／Contents
Theme <Key words>
*Two sessions will be integrated under a theme.
Introduction: What do we think with economics? [trade‑off, opportunity cost, marginal
changes]
Maket mechanism (1): How the price is determined in the market? [law of demand and
supply, partial equilibrium analysis, comparative statics]
Maket mechanism (2): Who bears the tax on transactions? [elasticity, surplus, tax
incidence]
Market failure (1): How do we preserve the natural environment? [externality, Coase
theorem, Pigovian tax, emission trading]
Market failure (2): Which services should the government provide? [rivalness,
excludability, cost‑benefit analysis]
Fiscal policy (1): How does the government stabilize business cycles? [System of National
Accounts, goods market equilibrium, inventory cycle]
Fiscal policy (2): How do we evaluate the effect of fiscal policy? [primary fiscal
balance, multiplier effect, Ricardian equivalence]
Fiscal policy (3): Should the rich pay tax more to redistribute income? [efficiency,
equity, Gini coefficient]

開講期間／Class period

2016年度／Academic Year
ーター／Fourth Quarter
2016/12/02〜2017/02/15

必修選択／Required/Elective class

選択／elective

単位数(一般/編入/留学)／Credits
2.0/2.0/2.0
(general/admission/overseas)

時間割コード／Time schedule code

20160586006102

科目番号／Subject code

科目ナンバリングコード／Numbering Code

GEMA 12731̲005

授業科目名／Subject

●現代経済と企業活動Ⅰ(経済政策と公共部門)／Economic Policy and Public Sector

編集担当教員／Professor in charge of
putting together the course syllabus

赤石

孝次／Akaishi Takatugu

授業担当教員名（科目責任者）
／Professor in charge of the subject

赤石

孝次／Akaishi Takatugu

授業担当教員名（オムニバス科目等）
／Professor(s)

赤石

孝次／Akaishi Takatugu

科目分類／Class type

全学モジュールⅠ科目

対象年次／Year

1, 2, 3, 4

教室／Class room

担当教員Eメールアドレス/E‑mail address

教養教育B棟44／RoomB‑44
選択科目：
テーマ名：現代経済と企業活動
カテゴリー名：多様性と共生（医歯工環）
akaishi@nagsaki‑u.ac.jp

担当教員研究室/Laboratory

経済学部本館6階632番研究室

担当教員TEL/Tel

（EXT.)6330

学期／Semester

対象学生（クラス等）

/Object Student

4クォ

曜日・校時／Day・Period

講義形態／Class Form

木／Thu 1, 木／Thu 2

05860061

講義／Lecture

担当教員オフィスアワー/Office hours

木曜日12：00〜13：00
現代社会の安定と繁栄は、限られた資源を有効に活用し生活水準を維持発展させる仕組みとしての
政府を含めた経済活動のもとに成立している。こうした経済の仕組みを理解するための一助として
授業の概要及び位置づけ/Course Outline and 、本科目では、政府の役割を中心とした経済学の基礎を学ぶことを目標とする。その素材として緊
急性が叫ばれつつも、その道筋がなかなか見えてこない日本の医療制度の諸問題を考え、経済学的
Objectives
視点からの実証分析と経済学理論、諸外国の事例を基に日本の医療分野における「改革」のための
提言を考えていく。
①経済学の理論および各国の制度比較の知識とデータ分析を用いて根拠が曖昧な通説を覆すことが
できる（③、⑩、⑫）。
授業到達目標/Goal
②自分の考えを正確に相手に伝え、相手の考えを尊重しながら議論をしていくことで、より優れた
提言を見出すことができる（①、④、⑤、⑧）。
Questioning and Answering方式で行います。学生のみなさんに様々な方向から問いかけを行います
。みなさんはそれに対して自分なりに考え、意見を提出してください。それに対して、私や他の参
加者が疑問があればその疑問を提示していき、これを繰り返していくことで知識の定着とその活用
能力を高めていきます。
授業方法（学習指導法）/Method
また、私と学生のみなさんがコミュニケートできるようにMessage sheet( Minits Paper) を利用し
ます。これは、講義中のQuestionに対するAnswerや講義中に感じた疑問、質問、意見、アイデア等
を記し、講義終了後に提出してもらうもので、それに対しコメントを記して翌週に返却するもので
す。

授業内容/Class outline/Con
キーワード/Key word
教科書・教材・参考書/Textbook,Teaching
material,and Reference book
成績評価の方法・基準等/Evaluation
受講要件（履修条件）/Requirements

アクセシビリティ/Accessibility

医療経済学、コスト、アクセス、医療の質、医療費高騰の５容疑者
テキストは特に指定しない。なお、参考書、参考資料等は講義中に適宜指示する。
'講義中のQ&Aへの参加（40％）ならびに毎回の講義で提出をお願いするMessage Sheet（60％）によ
り総合的に評価する。
科目内容に関心がある学生であれば、とくに要件は課さない。
長崎大学では，全ての学生が平等に教育を受ける機会を確保するため，修学の妨げとなり得る社会
的障壁の除去及び合理的配慮の提供に取り組んでいます。授業における合理的配慮等のサポートに
ついては，担当教員（上記連絡先参照）または「アシスト広場」（障がい 学生支援室）にご相談下
さい。
アシスト広場（障がい学生支援室）連絡先
（TEL）095‑819‑2006 （FAX）095‑819‑2948 （E‑MAIL）support@ml.nagasaki‑u.ac.jp

備考（URL）/Remarks(URL)
学生へのメッセージ/Message for students
授業計画詳細／Course Schedule
回(日時)／Time(date and time)

授業内容／Contents

1回/12月8日：Ⅰ

講義ガイダンス

2回/12月8日：Ⅱ

医療問題におけるトレード・オフーコストとアクセス、コストと質―

3回/12月15日：Ⅰ

日本の医療支出は高いのか？

4回/12月15日：Ⅱ

日本の医療支出は高いのか？

5回/12月22日Ⅰ

医療経済学とは何か？

6回/12月22日Ⅱ

医療経済学とは何か？

7回/1月5日Ⅰ

医療経済学は万能か？

8回/1月5日Ⅱ

人口高齢化と医療費高騰

9回/1月12日Ⅰ

医療保険制度の普及と医療費高騰

10回/1月12日Ⅱ

国民所得の上昇と医療費高騰

11回/1月19日Ⅰ

医師誘発需要と医療費高騰

12回/1月19日Ⅱ

生産性上昇格差と医療費高騰

13回/1月26日Ⅰ

長期介護医療費の上昇要因

14回/1月26日Ⅱ

改革のための価値基準

15回/2月2日Ⅰ

より良い改革案の提言

