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日時：令和 3 年 3 月 27.28（土・日） 



開催にあたって 

 

会長 髙橋勝也（名古屋経済大学） 

 

皆様，平素よりお世話になっております。皆様に支えられて盛会となった昨年度の愛

知・犬山全国大会から一年以上経ちました。そのような中，コロナ禍ではありましたが、

昨年 9月にオンラインによる研修会を開催し，大きなトラブルなく進めることができまし

た。皆様，ご理解とご協力をありがとうございました。 

 さて，経済教育学会では厳しい状況に変わりはありませんが，皆様が積極的に研究活

動，教育活動へ取り組める場を提供することを目的に，2020年度内に全国大会を実施する

ことといたしました。初日のシンポジウムは富山大学からお届けいたします（一般参加者

の方は富山大学会場に入れません）。大会テーマは「アクティブ・ラーニングで学ぶ大学

受験とキャリア教育」として，これまで北陸地区の会員の方々が積み上げてこられた英知

を，学会全体，全国へオンライン発信していただきます。二日目の分科会発表は研究室や

ご自宅からオンライン発信していただきます。昨年度の大会テーマ「これからの社会をリ

ードする『教育』－経済教育が果たす学習指導要領改訂を踏まえる高大接続システム－」

が大きく発展していくことが期待できます。日本，いや世界のどちらにいらしても参加す

ることが可能になりました。皆様，ぜひ，奮ってご参加ください。 

 

大会テーマ 

 アクティブ・ラーニングで学ぶ大学受験とキャリア教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大会プログラム ※感染対策のため，内容・時程に大きな変更の可能性があります。 

 

第 1 日（3 月 20 日・土曜日）    

 

10:00-12:00 理事会  

 

13:00-16:00 シンポジウム （オンライン発信※一般参加者は、オンラインでの参加です） 

   ※全体の進行は橋本 勝 氏（富山大学）が「橋本メソッド」に準じた形で進めます。 

13：00-13：30（30） オープニング（会長挨拶・グループの顔合わせを含む） 

13：30-13：55（25） 話題提供①：竹内 元人 氏（富山県総合教育センター） 

    小講演（10）⇒ブレイクアウト（05）⇒全体共有（10） ※他の話題提供も同様 

13：55-14：20（25） 話題提供②：中里 弘穂 氏（福井県立大学） 

14：20-14：45（25） 話題提供③：北島 啓嗣 氏（福井県立大学） 

  14：45-15：00（15）  休憩 

15：00-15：15（15） 小提言（高校から大学、大学から高校、両者を繋ぐために） 

15：15-15：30（15） ブレイクアウト 

15：30-16：00（30） 全体討議・総括 

 

16:15-17:00 総会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2 日（3 月 21 日・日曜日）  

 

10：00-12：10（130） 【午前の部】分科会｛（30）×4 回｝ 

 A1/B1 10:00-10:28 

  A2/B2 10:30-10:58 

情報交換会・休憩 11：00-11：10 

A3/B3 11:10-11:38 

 A4/B4 11:40-12:08 

 

〔A 分科会〕 座長：関本祐希・松野至 

Ａ１ 金子浩一 宮城大学 
アンケート調査から見る中学公民・経済分野での教育実態 

－高校での調査との比較を踏まえて－ 

Ａ２ 竹澤伸一 名古屋産業大学 
ビジネス系大学のキャリア研究を 

中学校のキャリア教育に活かす方策 

Ａ３ 奥田修一郎 大阪教育大学 
労働問題に着目した中学校公民的分野の授業開発 

～未来の働き方を考察する手がかりとして～ 

Ａ４ 田村徳至 信州大学 
小学生向け経済教育の学習プログラム開発に関する研究 

～米国の博物館における学習プログラムを手がかりとして～ 

 

〔B 分科会〕 座長：八木紀一郎・阿部信太郎 

B１ 越田年彦 慶應義塾大学 マスク価格高騰問題を考える～価格観の再考 

B２ 石黒順子 東洋学園大学 
事業計画書策定のアクティブ・ラーニングを通じた大

学生の起業への「意欲」と「自信」の変化 

B３ 髙橋桂子 実践女子大学 大学生は 4 択問題をどのように解いているのか 

B４ 唐澤克樹 
倉敷市立 

短期大学 

オンライン・ツール等を活用した地域フィールドワー

クの試み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13：00-15：40（160） 【午後の部】分科会｛（30）×5 回｝ 

 A5/B5 13:00-13:28 

  A6/B6 13:30-13:58 

情報交換会・休憩 14：00-14：10 

A7/B7 14:10-14:38 

 A8/B8 14:40-15:08 

  B9    15:10-15:38 

 

〔A 分科会〕 座長：宇佐見義尚・橋本勝 

A5 箕輪京四郎 
（元） 

横浜商業高校 
日本財政の歩みを高校生に教える 

A6 炭谷英一 
神戸市消費生活

マスター 
『財政破綻論の誤り』を『会計基礎教育』で学ぶ 

A7 市野泰和 立命館大学 経済数学での『学び合い』の実践 

A8 
大屋潤平 

佐々木謙一 

北海道大学大学院 

北海道教育大学 
小学校における租税教室の実践 

 

〔B 分科会〕 座長：新里泰孝・宮下春樹 

B5 
岩田順敬 

安坂融哉 

関西大学 

関西大学 
進化的計算による漸近展開の一般化 

B6 
金森敏 

東渕則之 

東京家政学院大学 

松山大学 

採用・就職活動開始時期が同じ条件のもとでの学生の

就職活動に関する研究 

：2013 年度卒～2015 年度卒の学生 1277 人を対象に 

B7 猪瀬武則 日本体育大学 経済教育におけるエージェンシー育成の課題 

B8 

水野勝之 

土居拓務 

井草剛 

明治大学 

明治大学 

松山大学 

供給曲線を描く一試行 

B9 

井草剛 

水野勝之 

土居拓務 

松山大学 

明治大学 

明治大学 

CORE プロジェクトは分かりやすい副教材となりえる

のだろうか 

 

お問い合わせ 

〒484-8504 愛知県犬山市内久保６１－１ 名古屋経済大学 髙橋勝也研究室内 

経済教育学会 第 36回全国大会実行委員会 

Tel:(0568)67-0511 Fax:(0568)67-4299 Email（大会用）：econnagoya2019@gmail.com 

 

mailto:econnagoya2019@gmail.com


 

 

分科会 
 

報告要旨 



アンケート調査から見る中学公民・経済分野での教育実態 

－高校での調査との比較を踏まえて－ 

金子浩一（宮城大学事業構想学群） 

 

１．研究の目的 

本報告では，中学校で社会科・公民的分野（以下，中学公民と表記する）を担当してい

る教員に対して行ったアンケート調査（2018 年度実施，有効回答 1087件）の結果をもと

に，経済分野での教育実態について明らかにする。一部は，高校公民を担当する教員への

調査と同一としたため，比較を行いつつ，接続性も踏まえて中高それぞれでの教育上の注

意点なども検討する。 

  

２．アンケート調査の概要 

本アンケート調査は，全国の中学校 5000 校を無作為に抽出し，質問紙を郵送して実施

した（回答はウェブ入力も可能にした）。2012 年度の指導要領改訂から教科書改訂があっ

た後の，2016 年度または 2017 年度に中学公民を担当した教員を対象としている。なお，

高校公民の教員（有効回答 1574件）を対象とした先行研究として淺野・山岡・阿部（2012）

があり，許可をとって同一の質問も一部設けた。 

 

３．調査結果と考察 

本報告では，主に授業の方法，教えにくいと感じている項目，教えている内容について，

調査結果とともに分析していく。 

 授業の方法については，「経済の授業の中で，講義（レクチャー）のほかに行っているこ

とについて，すべてお選びください（複数回答可）。」として調査したが，中学校のほうが

より多くの教育手法がとられていることがわかった。中学・高校ともに，7 項目中でもっ

とも多く活用されているのが「クイズやテスト」であるが，中学では 68.0%，高校では 40.1%

であった。また，中学・高校間で差がもっとも大きくなったのは，「ディベート・討論」で

あった。中学では 50.4%，高校では 12.6%と大きな差が生じている。これは，2012 年度

の学習指導要領改訂で「言語活動の充実」が明記されたことも要因であろう（高校教員へ

の調査は 2009年度の実施であった）。中学校では種々の手法を用い，興味・関心を様々な

角度から引き出そうとしていることがうかがえる。なお，中学・高校ともに「調査・研究

と生徒自身による発表」は低い状況であった。これは，ICTを活用した授業実践が増加す

る中，より高まることが期待されるが，発表者の人数次第では時間がかかることも予想さ

れ，効率化が必要であろう。 

 教えにくいと感じている項目ついては，経済全体の分野を 14項目に分け，4件法にて調

査した。「とても教えやすい・やや教えやすい・やや教えにくい・とても教えにくい」をそ



れぞれ 1～4点とし，平均値をとった。特に教えにくいと感じられる項目は，「金融（2.31

点）」と「国際経済（2.59 点）」であった。 

 さらに，教職歴でおよそ均等になるように 3グループに分け，相違があるか分析を行っ

た。回答者がおよそ同数になるよう，10年以内の若手，11 年～22年の中堅，23年以上の

ベテランの 3グループとした。全体的に，中堅層が他の 2 グループよりも教えやすいと感

じている傾向にあった。特に若手教員が有意に教えにくいと感じているのは，経済成長や

物価の変動，金融など，理論的内容が大きい項目である。3 グループ間で有意な差が生じ

なかったのは，「市場経済の仕組み（需要と供給）」「産業構造（中小企業・大企業）」「農業・

食糧」「公害と環境問題」の 4つであった。 

 また，いくつかの内容をとりあげ，どこまで教えているかの調査も行った。一部は，金

子（2018）が高校で公民を担当する教員に行ったアンケート調査（2015 年度実施，有効

回答数 251）と同じであるため，比較も行った。たとえば，「GDP（国内総生産）」に関し

て，「一年間に国内で生産された財・サービスの（付加）価値であることを教えた」は，中

学では 89.5%と高校の 69.5%より高かった。ただし，「最終生産物（売上高）から中間投

入費用を差し引いた付加価値から計算されることを教えた」は中学が 19.5%で高校の

58.1%に比べ低い状況にある。これは一部の中学の教科書に算出方法が載っていないこと

も原因であるが，高校で教える際にはこれも踏まえ，定義とともに算出法を教えることを

意識することが望ましい。 

 

４．結び 

 本研究では，中学公民を担当する教員へのアンケート調査から，教育実態を明らかにし

ようとした。生徒自身による調査や発表については，考えて表現する力を高められる貴重

な機会であり，効率的な方法でより多く実践されることが望まれる。また，高校での調査

と比較すると，重複する内容では中学の方が教えている割合が高い場合もあり，中学・高

校ではこれらの実態に注意した授業実践が必要である。 

 

参考文献 

・淺野忠克・山岡道男・阿部信太郎（2012），「高等学校公民科教員の研究：経済教育の視

点から〔1〕」，『山村学園短期大学紀要』第 23号，p.1-p.49 

・金子浩一（2019），「高等学校の公民科諸科目において経済用語を教える際の内容の分析

－教員の属性と学校の特徴による相違－」『公民教育研究』第 26号，p.15-26 

謝辞：本研究は，科学研究費補助金（課題番号 20K02920）を受けた研究成果の一部であ

る。記して謝意を表したい。 

 

 



 

 

ビジネス系大学のキャリア研究を中学校のキャリア教育に活かす方策  

                                  竹澤伸一（名古屋産業大学） 

 

１．はじめに－卒研と就活を一体化させたゼミ生による共著論文の成果を学校現場に－ 

 名古屋産業大学現代ビジネス学部竹澤伸一研究室所属の 2020 年度の４年生は、10 名で

構成されている。「卒研と就活を一体化させる」という竹澤ゼミの基本方針の下、５名ず

つの２班で、「ビジネスコミュニケーション」と「ビジネスリーダーシップ」について研

究することが決まった。2020 年３月直前、つまり未だ３年生の折り、ゼミ生１人１人は名

古屋産業大学現代ビジネス学部竹澤研究室編『最新現代ビジネス研究第２集』（ISSN 243

4-4745）を手にした。そこにはそれぞれ８ページずつの、「ビジネスコミュニケーション」

と「ビジネスリーダーシップ」に関する２本の共著論文が掲載されていた。この小冊子を

就活カバンに偲ばせ、早期内定を獲得すべく企業等による大半はオンライン面接に臨み、

大きな成果を上げたことは、2020 年９月 27 日に実施された「経済教育学会オンラインフ

ォーラム」にて報告済みである。 

 本研究報告者は近年、ビジネス系大学のキャリア研究の成果を大学のみに留めず、高等

学校あるいはさらに遡って小・中学校のキャリア教育等に活かす方策を検討してきた。す

でに「トレーニングの経済的付加価値及び、いじめの経済的損失性の教材化」という研究

成果を、『経済教育』第 39 号に発表している。大学生による経済教育の成果を小・中・高

等学校に活かす試みである。この試みの背景には、初等・中等教育のキャリア教育からの

大学教育へのアプローチの研究は存在するが、その逆である大学教育から初等・中等教育

のキャリア教育へのアプローチが極めて少ないことがある。 

 そこで第２章で大学生によるビジネスコミュニケーション・ビジネスリーダーシップの

研究成果の概要を紹介し、それをどのように主に中学校のキャリア教育に活用したのか経

緯を紹介する。次に第３章で、中学校のみならず小学校においての研究成果の活用の実際

について言及する。そして第４章で、コロナ禍における研究の途中経過と今後の展望につ

いて述べることとする。 

 

２．大学生によるビジネスコミュニケーション・リーダーシップ研究を小・中学生が活用 

  竹澤ゼミのビジネスコミュニケーション班（以下Ｃ班）は、「仕事の大半は１人でやる

ものではなく、コミュニケーションの上手、下手が成果を分ける」という仮説の下で、自

分たちの就活と絡めて様々なビジネスシーンの事例研究をおこなった。またビジネスリー

ダーシップ班（以下Ｌ班）も、「ビジネスパーソン個々人の成長ゴールを引き出すのがリ

ーダーシップ」という仮説の下で、同様に事例研究をおこなった。始めは文献研究が中心

であったが、インターンシップを重ね就活が本格化すると、グループディスカッションや

グループワーク、あるいは面接等で自分たちを鍛えてくださる社員の皆さま（注、ゼミ生



 

 

たちは面接等でハードな思いをしながらも、それ自体を事例研究の場としてとらえた。）

から、生きたコミュニケーション論とリーダーシップ論を吸収し研究に反映させていった。

 次に提示するのは、Ｃ班・Ｌ班各５名が文献・インターンシップ・就活本番を通してつ

かんだ、ビジネスコミュニケーション・リーダーシップに関するワードである。本研究が 

ワードと表記するのは、後に「ワードクラウド」を作成し可視化する準備のためである。 

     表１．Ｃ班が集積したワード         表２．Ｌ班が集積したワード         

 

①力を引き出す     ⑦自己開示 

②信頼関係         ⑧価値観共有 

③ウィンウィン     ⑨感謝 

④傾聴と共感       ⑩視覚効果 

⑤直言             ⑪接触回数 

⑥アサーション   ⑫指示待ち人間  

  

①目標設定          ⑦叱咤激励 

②モチベーション    ⑧指示・指導 

③アシスト          ⑨寛容性 

④気配り            ⑩責任感 

⑤見守り            ⑪タスク 

⑥模範              ⑫効率化 

 Ｃ班の５名が様々な出会いの中からサンプリングできた 144 ワードの上位 12 個が表１、

Ｌ班がサンプリングした 167 ワードの上位 12 個が表２となる。そこで本研究報告者は、本

研究の経緯とＣ班・Ｌ班合わせて 24 個のワードを、ご縁のある学校現場に提示した。当初

は７校の中学校が参加予定であったが、小学校２校、中学校２校が新たに加わり、全部で

11 校、15 名の教員が、主に総合的な学習の時間、とりわけ職場体験・職業調べにおいて活

用してくれることになった。 

 

３．小・中学生の活用の実際 

  紙幅の関係で本稿では１例のみ紹介する。千葉県Ｉ市立Ｒ中学校１年生６クラス 232 名

は、各クラス８班に分かれて、２年生次に実施する職場体験の準備として、2021 年１月に

職業調べを、主に総合的な学習の時間を使っておこなった。全部で 48 箇所の事業所と各班

をオンラインで結び、各事業所に対して自分たちで考えた質問をしてみた。その質問の中

に、表１の⑫と①、表２の⑤と⑦を組み合わせた質問を組み込んでくれた。即ち、「指示

待ち人間になってしまっている従業員の方々から力を引き出すために、どのような方法を

取っていますか？」「職場のリーダーとして、部下の方々への見守りと叱咤激励のバラン

スをどのように考えていますか？」である。大学生が集積したワードを中学生が組み合わ

せて、質問項目として活用してくれた。 

 

４．おわりに 

 ３月 21 日の大会当日までに報告された「小・中学生の活用の実際」を中心に、「大中連

携」の事例を発表予定である。（参考文献等、省略） 



労働問題に着目した中学校公民的分野の授業開発 

～未来の働き方を考察する手がかりとして～ 

奧田 修一郎（大阪教育大学 非常勤講師） 

 

1 問題意識と本発表の目的 

 働き方改革法案成立と施行の中で議論されてきた様々な労働問題，2020 年からは新型

コロナウィルス感染拡大下での新たな労働・雇用問題（例えば，休業要請と補償・賃金問題，

非正規雇用のセーフティネットの構築，拡大するテレワークがもたらした課題等）など，社

会科公民授業で中学生と学習していきたいテーマは多い。しかし，「労働」は中学生の日常

生活とはかけ離れており、授業では学習が深まりにくい面がある。それに加え、社会的事象

の変化が激しい中で、アクチャルな問題を追及する難しさもある。そのような現状の中にあ

っても、人権やワークルールという視点での意欲的な授業開発と実践は多く出されてきて

いる。だが、法学的分野と経済学分野を関連づけたり，歴史的な視点や経済的見方・考え方

を養い・鍛えることに視点を置いたりした実践は少ない。 

本発表では，さまざまな労働・雇用問題の中でも、「正規雇用・非正規雇用から未来の

働き方を考える」というテーマを設定し、中学生にとって未来の働き方の手がかりになる

ような授業案を提示する。そこでは、まず、非正規雇用とは何かを知り、年々増えている背

景をつかむ。また、学習課題として「なぜ年齢ともに賃金が上がるのか」や「正規雇用と非

正規雇用の賃金格差をどう説明するのか」、次に、どのような解決策が考えられてきた（い

る）のか、を理解できるようにする。最後に、これからの働き方の糸口を考察し表現できる

授業展開を考える。 

2 研究の方法 

  まず、3で全国の市町村で採択割合が高い 3社（A，B，C）（1）社の教科書の中で、「正規・

非正規雇用」に関して、どのような学習内容でどんな記述がされているのか，本文，コラ

ム，図表などからまず整理してみる。次に、4では二つの先行授業案分析を行う。1つは、

「『はたらく』へのトビラ～ワークルール 20のモデル授業案～」（2）である。この中で 4つ

のモデル授業に注目する。2 つめは、大津圭介の研究実践（3）である。これは、企業の利

潤最大化と労働者の権利を守ることがトレード・オフの関係にあるという見方を習得し，

派遣労働の自由化か禁止かを判断する際に，その見方を活用する授業実践をまとめたも

のである。続いて、5では非正規雇用問題に迫るアプローチとして、次の 5つの視点から

整理していく。(1)非正規雇用労働者とは誰のことをさすのか。（2）非正規雇用労働者は

なぜ増えてきたのか。（3）アンケート結果（企業側と労働者側から）、非正規雇用が増え

た理由を捉える。（4）非正規雇用拡大の何が問題なのか。（①非正雇用の不安定さ、②非

正規雇用労働者の賃金の低さ、(5)正規雇用と非正規雇用の賃金格差は、なぜ生じるのか

の問いに迫る、いくつかのの見方・考え方を整理する。（①訓練仮説、②生活費保障仮説、

③賃金後払い仮説と有為人材確保論）これら 4つを参考にしながら、「なぜ正規雇用と非



正規雇用の間には賃金格差があるのか」を説明してみる。これは、年功賃金の面から捉え

た賃金格差の説明だが、さらに、職能給と職務給、2つの労働市場、それを発展させたパ

ートナーシップ型雇用とジョブ型雇用から説明しようとするものにもふれる。6.非正規

雇用問題の解決のためにという項を設け、（1）いわゆる日本型の「同一労働同一賃金」に

ついて、（2）では、労働市場における個々の労働者の賃金水準や労働条件は、労使間の交

渉で決まることが「契約自由」の原則なのに、なぜ政府が介入するのかを、法学的な視点

と経済学的な視点から整理をする。（3）では、課題整理として,〇説明義務より立証責任、

〇賃金格差や雇用の不安定さからおきる社会保険料の未納問題、(4)では、どのような解

決策があるのだろうかと問いに、①労働者②政府の視点から簡単にまとめる。7では、授

業案を提示する。最後に、8では、小括として今後の課題を述べる。 

3 教科書分析（正規・非正規雇用に関した学習内容・記述・資料に関して） 

4 先行研究分析 

5 非正規雇用問題に迫るアプローチ 

6.非正規雇用問題の解決のために 

7.授業案「正規雇用・非正規雇用から未来の働き方を考える」 

 (1)授業のねらい 

これまでの、本論文 3～7までの整理は、あくまでも授業を行う上での教材研究の一環

である。授業の中で出てくる（出てくることが予想される）意見をひろい、深めるための

ものであり、仮説などを教えるものではなく、いろんな考え方を紹介することで興味がも

てるようにする。中学校公民的分野で労働問題を取り扱えるのは、せいぜい 2～3時間で

あることから、何を考えるかをより絞ったものがもとめられ、他の課題とつなげられるよ

うな内容の精選が必要である。 

今回提案する授業案は、「正規雇用・非正規雇用」に焦点をあてて、労働問題を考える

1つの糸口にすることが大きな目的になる。授業の 3観点は次の通りである。 

①知識・技能：〇「非正規雇用」をめぐる言葉や増加の背景、課題を理解できる。 

       〇複数の資料を関連づけて読み込むことができる。 

〇資料をもとに「なぜ年齢とともに賃金はあがるのか」に仮説を立てるこ

とができる。 

②思考力・判断力・表現力：〇いくつかの仮説から統合して、「なぜ正規雇用と非正規雇

用に賃金格差があるか」を考え、説明できる。 

③主体的に学習に取り組む態度：〇非正規雇用の問題を正規雇用の問題につなげられる。 

               〇課題解決の道筋に関心をもち、今後も探究しようと

する。 

〇鍛える見方・考え方「効率と公正」＊3～6と指導案については、当日発表する。 

(1)A 社は東京書籍、B社は日本文教出版社、C 社は帝国書院である。（2）厚生労働省「『はたらく』へのトビラ～ワーク
ルール 20 のモデル授業案～」平成 29年 3 月.（3）大津圭介「トレード・オフの概念を組み込んだ中学校社会科公民

的分野の授業開発：小単元「派遣労働問題」を事例として」『社会系教科教育学研究』(30)，2018 年，pp.147-156. 
 



小学生向け経済・消費者教育の学習プログラム開発に関する研究 

-米国の博物館における学習プログラムを手がかりとして- 

 

                         田村徳至（信州大学 総合人間科学系） 

 

１ 本研究の目的と背景 

本研究の目的は、米国のボストンにあるチルドレンズミュージアム 1)（以下、ボストン子

ども博物館と記す）が開発し、ホームページで一般公開されている放課後学習用の経済・消

費者教育に関わる学習プログラムを手掛かりとして、経済的見方・考え方を働かせ、心温か

い経済社会の形成を目指すエージェンシー育成のための小学生向け経済（算数・社会・理科

的な内容も含む）・消費者教育に関わる学習プログラム（試案）を開発することである。 

米国では 1899 年、ニューヨークのブルックリンに世界で初めて子どもを対象とした子ど

も博物館が設立され、これまで多くの子供たちに歴史・文化・世界全体を学ぶ機会と探索す

る方法を提供してきた 2)。その後、1913 年にボストン子ども博物館が設立された。ボストン

子ども博物館は、ブルックリン子供博物館同様に絵画や造形、理科の学習に役立つ体験型・

参加型の「見て・触れて・遊んで・楽しめる」ハンズオン博物館である。 

さらに、放課後や学校外の時間設定で学齢期の子どもたちに教えるために、社会科・算数・

美術・音楽をはじめ、多種多様な学習プログラムを開発している。 

学習プログラムには、子どもの思考スキルを高めるための工夫（例 思考バイアスを排除

したり、他者と協働して実施）が施され、学習するにあたっての哲学（子供たちと一緒に活

動していくことの重要性）を重視したものとなっている。学習を通じて身につけた思考スキ

ルは、予測困難で不確実かつ複雑で曖昧なこれからの時代に十分活用できるものと考える。 

一方、我が国の平成 20年告示の学習指導要領には、博物館等の施設活用に関する記述が

みられる 3)。博物館や資料館などの施設の活用を図ることについては、今次の改訂（平成 29

年告示）においても、指導計画の作成と内容の取り扱いで、「(3)博物館や資料館などの施設

の活用を図るとともに、身近な地域及び国土の遺跡や文化財などについての調査活動を取

り入れるようにすること。また、内容に関わる専門家や関係者、関係の諸機関との連携を図

るようにすること。」4)とあり、子どもの学ぶ意欲の向上や学習の深化を図るため、博学連携

が一層重視されている。 

しかし、現在の我が国の博物館が関わる教育は、子どもたちの館内での調査・学習活動が

中心である。学校と博物館が連携して授業を行うことはあるが、米国のように博物館等に行

かなくとも様々なアクティビティが用意されているわけではない。 

そこで、本研究では、米国の子ども博物館の学習プログラム内容を手掛かりとして、子ど

もの思考スキルを高め、心温まるエージェンシーを育成することができる小学生向けの経

済・消費者教育に関する学習プログラムを開発することとした。 



２ 米国ボストンチルドレンズミュージアムの学習プログラム（一部抜粋） 

  テーマ：お金の価値を手に入れよう！ 小学生の消費者レポート 

  行うこと：ティッシュペーパー（ペーパータオル）の強度テスト 

  対象：小学校４年生以上（10歳～） 

  テーマに関わる記述： 

子どもたちは、広告で溢れかえっている世界に生まれます。広告の多くは巧妙に

作成されている可能性があり、誤解を招く可能性さえあります。子どもたちが成長

して知識豊富な消費者になりたいのであれば、私たち大人は子どもたちが独立し

た思考スキルを身につけ、彼らが行う選択について思慮深く練習するのを助ける

必要があります。このアクティビティは、子どもたちがさまざまなブランドの製品

を比較するための科学的テストを設計し、それらのどれが一番よい購入品である

かを判断することを奨励します。 

  ＊下線、波線は筆者加筆。＊訳はグーグル翻訳を利用し、筆者が意訳した。 

      

３ 学習プログラムにおける一般的な指導の手順 

 ①子どもたちにこれから経験することが重要であることを理解させるために、最初に実

物を提示する。 

 ②状況設定した後に課題と資料を提示し、子どもたちに 10～20 分間活動をさせる。 

 ③子どもたちが実験等をしている間に、指導者は子どもたちの様子を注意深く観察する。 

 ④自分たちの活動を仲間と共有させるため、新しいアイデアを集めさせ振り返りを行う。 

 

４ 学習プログラム 

開発途中である学習プログラム（指導案 試案）は当日報告いたします。 

 

【参考文献等】 

1）ボストンチルドレンズミュージアムホームページ https://bostonchildrensmuseum.org/  

2）小笠原喜康、並木美砂子、矢島國雄 編『博物館教育論』2018 年９月 10日、４刷、ぎょ

うせい、P.144 

3) 文部科学省『小学校学習指導要領（平成 20 年告示）解説 社会編』平成 23 年８月５日、

４版 PP.101-102、東洋館出版社 

4）文部科学省『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 社会編』平成 29 年７月、

PP.144-145、日本文教出版 

 

＊本研究の遂行等にあたり、JSPS 科研費基盤Ｃ（19K02727）と基盤Ｂ（20H01686）研究代表

者 猪瀬武則を用いた。ここに謝意を記す。 



マスク価格高騰問題を考える～価格観の再考

越 田 年 彦（慶應義塾大学）

新型コロナウィルスの広まりが原因でマスクが品切れになり，ネット通販などの一部の

ネット売買では高値で売買された．例えば，2020年 2月 17日地元のドラッグストアで購

入することができた箱入りマスク（65枚入り）は税込み 503円であったが，アマゾンのサ

イトでは，同じ商品がほぼ同時刻に 1箱 4,700円で販売されていた．こうした事態により，

本当に必要としている人にマスクが行き渡らない，医療現場での正常な医療が損なわれる

など経済社会に大きな問題が惹起した．

このようなマスク高騰問題を経済学的に考察するうえでは，供給概念を 2つに差異化す

るとともに，それに応じた２つの市場メカニズムの特性を明らかにすることが有益である

と考える．

まず，１つめの供給概念とは，供給者が手持ちストックとしての商品を価格に応じて手

放すと言う意味の供給である．この供給の意味において供給される商品をストック商品と

命名する．ストック商品の市場取引では，供給者，需要者ともに複数存在しかつ同時的・

同所的市場参加者である場合は競争売買となり，この場合において均斉的需給モデルが成

立する．

もう 1つは，同一商品の連続的生産（フロー）としての供給である．この供給の意味に

おいて供給される商品をフロー商品と命名する．フロー商品の価格はコスト＋利潤で決定

されることから（収穫不変），価格決定の主導権は供給者側にあり，需要者はその価格で

買うか買わないかを決定する（価格は供給者が決定し，取引量は需要者が決定する）．

マスクは本来，工業製品であることからフロー商品に属する（先述の 503円は生産者，

販売業者におけるコスト＋利潤＋税の総計）．しかし，保存の利く商品特性や低廉な持越

費用で済む場合，それがストックされ，ストック商品として市場で取引される場合がある

（フロー商品のストック化）．今回のコロナ禍の初期においてはマスクはストック商品化

されて，ネット上での B to C，C to C において高値で売買されるようになったのである．特

に，マスク需要の特異な増加により，購入したマスクをストック商品として転売する事例

（転売ヤー）が社会問題となったのは周知の通りであろう．

マスクがネット上で高値で売買された事態において，気がかりなのは“マスクの価格は

需要と供給により決まる”という価格観が，新聞紙上などで散見したことである．これは，

筆者にとっては看過することの出来ない問題点が潜んでいると考える．

第１は，この価格観をマスクという商品に当てはめる問題点である．マスクをはじめと

する医療用商品が供給側の強気により高めに価格設定されると，マスクが高価で十分に買

えない人びとが続出し，罹患の可能性が高まる．ここから分かるように，価格の持つ需給



合致機能，需給の調節機能とは経済的弱者を排除する一面を持つ．この価格観は非倫理的

な面を含意しているのである．

第２は，需給の自動調節機能以外の価格の重要な機能がなおざりにされている問題点で

ある．その議論の糸口として，宗教改革を導いたマルティン・ルターが論じた公正価格論

を取り上げたい．

イエスやパウロと同じく，ルターも商業取引を「悪癖と罪」としたうえで，“できるだ

け高く売りたい”という動機は「他人の財産の強奪，窃盗以外の何ものでもない」とまで

言い切る．ただし，ルターは営利を否定するのではなく，「当然そうするべき価格」，「正

しく公正な価格」で売るべきことを論ずる．それは，ルターにとって，費用プラス適正利

潤を内実とする価格に他ならない．すなわちルターはマークアップ原理にもとづいて公正

価格を捉えているのであり，アダム・スミス，リカード，マルクスそしてスラッファとい

った経済学者が採用している価格観とルターの価格観はきわめて親和的なのである．

ルターも含めて，こうした一連の経済学者が捉えた価格とは，マルクスが論じるように，

当該商品の再生産を保障する価格である（再生産保障機能としての価格），また，価格と

は一商品の再生産の保障機能ばかりではなく，経済システム全体の定常性を維持する機能

も果たす（経済シテステムの維持安定機能としての価格）．

特に，経済システムを医療システムと狭義に意味化するとともに，国民の生存を損なう

ような経済システムは存続不能であることを考えれば，マスクの価格とは医療システムを

維持安定させる機能を持つとともに，その価格は国民の生活・生存の維持安定を担う機能

を有しているといえよう．

今回のマスク価格高騰問題は価格を需給調節機能で捉えてはならない事態であり，価格

を再生産保障機能や経済システムの安定維持機能で捉える重要性を浮き彫りにしたと考え

る．先述のドラッグストアが，一箱 503円で設定した価格はドラッグストア（及び製造業

者）にとって箱入りマスクの再生産（再販売）を保障している価格なのであり（従ってそ

れ以上の価格は不要），それが広大な網の目状態の商品結合の結節点の１つとして現存の

経済システム（医療システム）の定常性の維持安定にささやかではあろうが貢献している

のである．そして踏み込んで言えば，ドラッグストアは，ネット上の B to C，C to Cで高

値で売買されていようとも，従前と同じ価格で販売していたことから，あの箱入りマスク

の 503円はルターの言う公正価格であり，ドラッグストアは「良心をもって」（ルター）

経営していた企業（business ethicsを擁した企業）なのだと言えるだろう．

付論：2020年始めに生起したマスク問題は価格高騰よりも品不足の点でより深刻な事態で

あったと考える．この点については，当日の発表で取り上げたい．



事業計画書策定のアクティブラーニングを通じた 

大学生の起業への「意欲」と「自信」の変化 

石黒順子(東洋学園大学現代経営学部)  

 

1 はじめに 

活発な起業活動はイノベーションを誘発し、経済成長を促すと期待される。こうしたこ

とから前政権下で掲げられた日本再興戦略では起業支援が重要な政策として盛り込まれた

（成長戦略会議, 2014）。しかし、日本の起業活動は、諸外国に比べ依然として低水準であ

る。例えば、世界的な起業活動の調査である The Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) (Bosma, 2020)によると、日本の総合起業活動指数（TEA：起業準備中または起

業から 3.5 年未満の起業活動者が成人人口に占める割合）は 5.0%であり、調査対象である

50 の国・地域のなかでイタリア、パキスタンに次いで 3 番目に低い。 

ところで、起業がキャリアの選択肢となるには、起業したいという「意欲」に加えて、

起業できるという「自信」が伴わなければならない。この起業に対する「意欲」と「自

信」の有無から起業への態度を示したのが表１である。起業家教育を効果的なものにする

には、受講前に学生がどのポジションにいるのかを把握し、教育によりそれを望ましいポ

ジションに引き上げることが必要である。なかでも③、つまり起業への意欲はあるが自信

を欠いている者に対して、その自信をつけさせることは起業家教育の重要な役割である。 

 

表 1「意欲」と「自信」からみた起業への態度の 4 パターン 

あり 
②起業する気はないが、しようと思

えばできるだろう 

④ 起業したいし、できるだろう 

なし ① 起業する気もないし、自信もない ③ 起業したいが、無理だろう 

自信 

意欲 
なし あり 

 

2 授業の実施内容と調査実施方法 

東京都にある私立 T 大学の現代経営学部の授業「起業ショップ経営」では、事業計画書

作成というアクティブラーニングに取り組んだ。学生は各回のテーマに従って計画書に盛

り込む内容を検討していき、授業の最終回までには事業計画書に必要な項目を全て検討す

るという授業構成である。 

2020 年度の授業は、コロナ禍の影響から、教員が作成した解説動画を学生が視聴し課題

に取り組むという、オンデマンド型のオンラインで実施した。とはいえ、授業の性格上、

教員は学生の提出内容に対してアドバイスし、学生はそれに基づいて内容をブラッシュア

ップする必要がある。この点はマイクロソフト社の Forms のテスト設定に備わる、教員か



ら学生へのコメント送信機能を利用することでカバーした。 

当授業は 2020 年度の秋学期に実施された。受講者数は大学 3、4 年生 98 人である。初

回と最終回（第 15 回）の授業で、起業に対する「意欲」と「自信」の有無を学生にたず

ねた。また、最終回の授業では、授業の感想などを聞いた。以下の調査結果は、初回と最

終回の両方のアンケートに回答した 64 人の学生について分析したものである。 

 

3 調査結果 

授業の初回、最終回の学生の起業への態度は表 2 のとおりである。初回に 10 人であっ

た④「起業したいし、できるだろう」とした学生は最終回には 22 人と 2 倍以上となっ

た。また、起業家教育の効果として最も注目すべき層とした③「起業したいが、無理だろ

う」という学生は 37 人から 4 人へと激減し、そのうちの 11 人は④「起業したいし、でき

るだろう」と自信を獲得したことを示した。自信獲得の理由として「手厚い支援策がある

ことを授業で知った」ことが多く挙げられている。またこの③からは 15 人が、それまで

とは真逆の②「起業する気はないが、しようと思えばできるだろう」へと態度を変化させ

ている。この層は、そもそも起業に対して憧れを持っていたわけであるが、事業計画書を

書くという、初期の起業活動の一端に疑似的ながらも触れたことにより、起業活動をキャ

リアの選択肢から外したということになる。ただ、起業活動に対してポジティブな思いを

抱いていたことは間違いなく、起業への自信を持ったことで、何らかのきっかけさえあれ

ば、④の「起業したいし、できるだろう」という層に入ることが期待できる。 

 

表 2 授業の初回、最終回での学生の起業への態度（人数） 

 

注：①～④は表 1 に示したとおり 
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大学生は 4択問題をどのように解いているのか： 

「米国金融リテラシーテスト」を素材に解明する 

髙橋桂子（実践女子大学） 

 

【目的】金融リテラシーは、金融知識、金融態度と金融行動の3変数から構成され、金融知識を

測定する調査はTEL、TFLをはじめ、多くが多肢選択式を採用している（TEL; Walstad et al., 

2013, TFL； Walstad and Rebeck, 2016）。独立設問からなる調査では、正答率が高くても、それ

が真の力に依るものか、それともまぐれ当たりに依るものか識別は難しい。大学生たちはどのよ

うにして多肢選択問題を解いているか。我々研究グループが2019年度に実施した「米国金融リ

テラシーテスト（TFL）」に参加した生活科学部に在籍している大学4年生2人（ともにFP3級技能

士試験合格）に問題文を提示し、どのように考えながら複数の選択肢から1つに絞っていったか

再現してもらった。思考プロセスを通した検討を行う。     表1 TFLの設問45問 

【方法】 

調査時期 2020年4月 

調査方法 ZOOMよる聞き取り 

調査協力者 大学4年生、ともに女子。2名 

調査設問 正答率が40％に満たない12問（表2）。 

表 2 正答率の低い設問のテーマ・内容、正答率、スタンダードと認知レベル 

 

【結果】 

18．労働者が退職後の生活に備える場合、「確定拠出型年金」(いわゆる日本版401ｋ)には長

短があるが、個人で貯蓄をすることに比べて有利と言える点は、次のどれか。 

① 雇用主も「確定拠出型年金」の保険料を拠出する。(選択した割合：20.0％) 

② 「確定拠出型年金」に拠出する保険料に制限はない。(同：14.7％) 

③ 「確定拠出型年金」から受け取る年金には税金がかからない。(同：40.7％) 

④ 「確定拠出型年金」の最低限の投資収益率は政府が保証する。(同：24.5％) 

 (注1)選択文にあるアンダーライン(この場合①)は、正答文であることを示す。 

設問 テーマ・内容 正答率 スタンダード 認知レベル

1 Q18 確定拠出型年金 20.0 3．貯蓄 応用（分析と評価を含む）

2 Q22 個人信用情報機関 25.5 4．クレジットの利用 知識・理解

3 Q14 衝動買いの結果 27.4 3．貯蓄 応用（分析と評価を含む）

4 Q1 キャリアアップと選択 30.2 1．所得の稼得 応用（分析と評価を含む）

5 Q43 自動車保険 30.6 6．備えと保険 知識・理解

6 Q34 債券の現在価値と金利 33.9 5．金融資産への投資 知識・理解

7 Q7 所得控除されるもの 35.0 1．所得の稼得 応用（分析と評価を含む）

8 Q31 債券の期間と利率 35.5 5．金融資産への投資 応用（分析と評価を含む）

9 Q27 住宅ローンとキャッシングの金利 37.8 4．クレジットの利用 応用（分析と評価を含む）

10 Q25 多重債務と任意整理 38.1 4．クレジットの利用 知識・理解

11 Q30 新規発行株と優良株 39.1 5．金融資産への投資 応用（分析と評価を含む）

12 Q39 リスクをとりたくない場合の行動 39.7 6．備えと保険 応用（分析と評価を含む）

(注1)正答率が40％を下回るもの

(注2)「認知レベル」、「スタンダード」はアメリカの基準による

分類 設問数
1 所得の獲得 7
2 財・サービスの購入 6
3 貯蓄 5
4 クレジットの利用 10
5 金融資産への投資 8
6 備えと保険 9

合計 45



 

 

T（筆者）「この設問をどのように考えて解いていきましたか。教えてください」 

S1（学生1）「はい、確定拠出型年金(401k)の設問ですね。確定拠出型年金(401k)とくると、企

業型と個人型(iDeCo)がある、企業型のポイントは、掛金は企業負担(一部、マッチング拠出あ

り)、運用は個人、運用益は非課税やポータビリティがある、など。個人型(iDeCo)のポイントは、

掛金も運用も個人、専業主婦も加入できる、掛金は全額所得控除できる、利息は非課税、など。

そう思いながら選択肢をみると、①雇用主「も」？ 雇用主「が」じゃないの、マッチング拠出のこ

とかなあ、個人型があることを意識しての文章かなあ、とりあえず△、②は拠出する保険料は上

限ありだから×、③運用益は確かに非課税だけど、それを受け取る時は年金だから雑所得か

退職所得。何らかの税金はかかるだろうから×、④個人責任の時代、それはないから×、となる

と①しか残らない。そこで①とした。」 

T「なるほど。この設問は、③を選んだ割合が最も多かったです。どうしてだと思いますか」 

S2（学生2）「おそらく設問文で「有利といえる点」とあるから、それに反応して(全部、設問文を読

まずに)「税金がかからない」と書いてある③を選んだのではないでしょうか」 

T「ありがとうございます」 

【結論】 

○センター試験や資格試験で採用されている多肢選択方式に習熟している大学生たちは、問

題文を読み、まず、その問題文から想記するキーワード、ポイントをあげ、想記したキーワード、

ポイントから設問文の正誤を1つずつ判断し、より正解に近いと思われる番号を選ぶ、という思

考プロセスを持つことが明らかになった。 

○選んだ選択肢が正解であったとしても、必ずしも100％の確信をもって選んでいるわけではな

く、消去法で選んでいる場合もある。 

○どれが正解か迷うときには、正面から設問の内容について検討するのではなく、設問に使わ

れている日本語、たとえば「有利といえる点」とあれば、これは経済関係のテストだから、税金が

かからないとか、税金が安くなる、ということだろう、と考えて選ぶこともある。 

○設問を読み、正解に対して抱くイメージは同じであったとしても、経済学の専門的用語を学ん

でいないがために選ばない、選べない場合もあることが明らかになった。既習・未習に関わらず

知識力を問いたい時には、専門用語に注釈をつけてわかりやすく解説するといった配慮が必

要であろう。 

○経済学の観点からではなく、生活感覚から判断すると、正答が1つではなく複数あるといえる

ものも散見された。常に設問を洗練させていく必要がある。 
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オンライン・ツール等を活用した地域フィールドワークの試み 

唐澤克樹（倉敷市立大学） 

 

1．はじめに 

新型コロナウイルス（以下、新型コロナ）の感染拡大によって、大学の授業にも制限が生

じている。特に、地域をフィールドワークする授業では、課外活動の制限によって授業方法

の再検討を余儀なくされている。地域をフィールドワークする授業は、通常であれば地域の

企業、商店街、資料館などの見学やそこで活躍する人たちへのヒアリング調査を通じて、地

域の歴史、まちづくり、企業経営、働き方など多角的にとらえ、学生自身が地域課題の解決

策を考えたり、自身のキャリアを考えたりする場である。また、学生自身が考えた地域課題

の解決策を地域へ還元する場である。しかし、新型コロナの影響によって、突如これまでの

方法が困難となった。そこで、限られた時間、資金、インターネットの送受信環境の中で、

オンライン・ツール等を活用した地域をフィールドワークできる授業を試みた。 

 本報告では、新型コロナの影響を受けながら、地域をフィールドワークする授業の試みに

ついて検討する。 

 

2．オンライン授業の検討とスタート 

 文部科学省は、全国の大学に対して「令和２年度における大学等の授業の開始等について

（2020 年 3月 24 日付）」において、感染リスク低減や学修機会確保の観点から遠隔授業（オ

ンライン授業）の実施について通知している。この通知がなされた頃から報告者が所属する

大学においても、授業日程の変更やオンライン授業の実施方法についての検討がなされ、

2020 年 5 月 8 日にオンライン授業が開始された。オンライン授業の実施にあたっては、

Google 社が提供する G Suite for Education(現・Google Workspace for Education 

Fundamentals)の Meet（講義）と Classroom（LMS）を活用することとなった。 

一方、オンライン授業の実施に関しては学生と教員の両者にとって初めてのことであり、

不安も大きかった。両者から懸念されたのは、通信環境や通信容量、Meet や Classroom の

使用方法、授業の質確保や単位認定であった。これらの懸念事項に留意しながら、どのよう

に授業環境を整備するかが課題となった。特に、地域をフィールドワークする授業において

は、授業環境を整備するためにさまざまな方法を検討した。 

 

3．オンライン授業で地域をフィールドワーク 

 オンライン授業で地域をフィールドワークする授業では、まず地域で活躍する人による

オンライン・インタビューを考え、数名の方に打診をした。しかし、コロナ対策に追われて

いることやオンライン・ツールに不慣れなこともあって実現することはできなかった。そこ

で、オンライン・ツールを使用して何ができるかを検討した。まず、地域の位置関係を確認



するために Googleマップと Googleストリートビューを活用した。地図だけでなく、ストリ

ートビューを活用することで建物の外観や街の景観を確認することができた。また、地域の

歴史を説明する際には古い地図を併用して現在と過去を対比することができた。それらを

見ながら、地域の歴史、文化、特徴的な景観について解説した。これらに加えて、過去に報

告者が撮影した写真や Youtube を活用した。Youtube は、地域の魅力を配信している

Youtuber の動画を活用した。学生には、それらを見ての感想、地域の課題発見や解決策に

ついてのコメントを Classroom上に記入してもらう形とした。例年の授業と比べると、リア

リティに欠け、地域の方からのお話を伺えなかったのは残念であった。しかし、学生のコメ

ントからは身近な地域の歴史や現状について知ることができたという意見が見受けられた。

一方、スマートフォンで受講する学生が多く、地図などが小さくぼやけてしまう状況や通信

回線の状況が悪いといった意見も見受けられた。 

 

4．対面授業で地域をフィールドワーク 

 報告者が所属する大学では 6月から対面授業が再開された。しかし、課外活動には制限が

かかり、インターンシップを除き、地域のフィールドワークは断念せざるを得なかった。そ

のため、対面授業再開後も前述したようなオンライン・ツールを活用した授業を試みた。ス

クリーンなどを活用できたため、地図が小さくぼやけるなどの環境は改善された。それと併

せて、地域の経済団体や行政が企画したバーチャル企業見学ツアーへ参加した。これは、地

域の繊維企業の工場見学やそこで働く人へのインタビューがテレビ番組形式でライブ配信

された。学生のコメントからは、企業の生産現場を見学できたことや話を聞けたことが良か

ったという意見が見受けられた。一方、実際に足を運んでみたいという意見が多くあった。 

 また、社会全体がオンライン環境に慣れてきた頃には、地域で活躍する人によるオンライ

ン・インタビューの実現を試みた。しかし、一度目は通信環境が悪く通信途中で断念した。

それ以降は直接来校していただいた上でお話を伺うことができた。 

 

5．おわりに 

 限られた時間、資金、インターネットの送受信環境の中で、オンライン・ツールなどを活

用しながら地域をフィールドワークする授業を展開した。地域をフィールドワークする授

業の趣旨に沿った授業展開はできなかった。しかし、学生のコメントからオンライン・ツー

ルなどを活用したことが地域を知るきっかけづくりになったと考えられる。また、オンライ

ン授業になり、地域と大学のつながりを大切にすることや学生の成長の場になっていた側

面があることがわかった。本来であれば、現場を見聞きすることが最も望ましい学習環境で

あろう。今後も感染状況によってはオンライン・ツール等を活用せざるを得ない状況が続く

可能性は否めない。オンライン・ツール等をどのように活用しながら地域をフィールドワー

クする授業を実現すればよいか。今回の試みを生かしながら展開を考えていきたい。 



  

       日本の戦後財政の歩みを高校生に教える 

                         箕輪京四郎（元横浜商業高校） 

 

Ⅰ．一般会計の歳出、税収、国債発行（ワニの口） 

  
1. 歳出―税収≒国債発行、2．不況のとき税収が減り、国債が増える、 

3. 米・英・独・仏もワニの口？ 

 

Ⅱ．歳出の内訳推移 

1． 社会保障関係費と国債費が増加 

（生産年齢人口の減少・高齢者人口の増加、借金返済のための借金） 

 

 2．「米兵器『爆買い』突き進む日本 日米安保の現在地」（朝日新聞 2020.6.7.） 

 

Ⅲ．税収の諸問題 

1. 所得税累進課税の推移 

    最高税率  75％（69 年度）→37％（1999 年度）→45％（2014 年度） 

一般会計歳出の主要経費推移　兆円

年度 社会保障関係費 国債費 文教科学振興費 地方交付税交付金　 防衛関係費 公共事業関係費

1980 8.1 5.4 4.6 6.9 2.2 6.8
85 9.9 10.1 4.8 9.6 3.1 6.8
90 11.4 14.3 5.4 15.9 4.2 6.9
95 14.5 12.8 6.6 12.3 4.7 12.7
00 17.6 21.4 6.8 14.9 4.9 11.9
05 20.6 18.7 5.7 15.9 4.8 8.3
10 28.2 19.5 6.0 18.4 4.6 5.8
15 31.3 22.4 5.5 16.6 5.1 6.3
20 40.5 24.0 6.0 15.8 5.3 6.8



2. 分離課税：20％（2013 年以前は 10％！）…1 億円超の申告所得者は負担税率が低下 

「税制の『公平』を大切にしたい」（朝日社説 1993.10.3.） 

             「例の先送りですか」（朝日社説 2000.4.15.）「いったん決めた改革を先送

りする。選挙が近づくと安易な方に流れる。…」 

3. 租税特別措置：「企業の政策減税 倍増 安倍政権で 1.2 兆円 62％大企業」 

「大企業減税 家計に届かぬ 企業の大口献金急増」（朝日 2016.2.14.） 

4. Tax haven：「市民はこの実態を知らなくてよいのか」…著者の怒り 

（志賀櫻「タックス・ヘイブン」岩波新書、2014 年） 

 

Ⅳ．国債…日銀の異次元買い上げ 

 

Ⅴ. 財政危機と対応 

国債の過剰発行→国債価格暴落＝金利高騰→悪性インフレ 円暴落   

（明石順平『データが語る日本財政の未来』2019 年、集英社） 

  原点（財政法４条）への回帰…増税の姿、歳出の姿を、国民全体で十分に議論 

  or スウェーデン方式（例えば『通販生活』2021 年春号 特集） 



『財政破綻論の誤り』を『会計基礎教育』で学ぶ 

神戸市消費生活マスター  炭谷 英一 

 

1.狼少年は何処へいってしまったのか？ 

コロナ禍で、世界的に売上税の減税が行われ、積極的財政支出が世界的に実行され、MMT

の社会実験が行われているともいえる。ポストコロナの増税論議等の不安もあり経済教育におけ

る学ぶべきコンテンツについても模索が続いている。 

報告者は長らく商業教育において、消費者教育を中心に２０科目を超えて考察する機会をえて

ポートレートファイナンス・パーソナルファイナンス・パブリックファイナンス等における会計リテラシ

ーの重要性を痛感している。 

日本公認会計士協会は、今指導要領の改正において、『会計基礎教育』を進めようとしている。 

２０２０年１２月９日『会計リテラシーマップ』をウエブ上で作製公表し、ライフステージにおける「家

計管理・生活設計」におけるパーソナルファイナンスや、「社会生活」におけるコーポレートファイナ

ンスと初等中等教育での学校科目との関連をマッピングしている。 

しかしながら、最も重要なパブリックファイナンスでの会計リテラシーが欠落している。 

アフターコロナでの財政についての正しい見方が喫緊の課題となっている。 

本報告は『財政破綻論の誤り』を『会計基礎教育』で、理解することを目的とする。  

2.通貨発行や国債発行が負債であり実は残高が資本である。 

日本公認会計士協会編 『会計基礎教育の歴史と現況』において、我が国における会計基礎教

育の歴史とならんで、海外における会計基礎教育の状況が記述されている。とくに 『全米ビジネ

ス教育スタンダードでの Accountingでの記述が参考になる。 

『公会計』のシステムは、明治以降単式簿記で記帳したので、どうしても家計簿感覚になってし

まったと考えられる。簿記は万能ではないので、インフレ・金利等についての説明は困難であるが、

貸し借りを正当に立証するのは可能だと確信する。 

ランダル・レイの『MMT 現代貨幣理論入門』第１章「マクロ会計の基礎」は、中学生でも少し簿

記の仕分けがわかれば、「財政破綻論が誤りである」ことは、理解可能である。 

ステファニー・ケルトン 『財政赤字の神話」の第１章 はつぎのようである。 

第１章 家計と比べない 

神話１ 政府は家計と同じように収支を管理しなければならない。 

現実  家計と異なり、政府は自らが使う通貨の発行体である。 

通貨発行や国債発行が負債であり実は残高が資本であるであることで、金利もあがっていない。 

以上の命題を次の順序で考察する。 

１．お金をつくる ２．国債を発行 ３．財政支出 ４．借り入れの返済 ５．国債の買い取り 

(1)国債は国民の借金ではなく、政府から民間への資金供給の記録であり、政府は国債を発行し

て財政支出すると、民間の預金が増える。国の負債は国民の資産となる。 



(2)国債の償還は新規国債発行で、手形のジャンプのようになり、国債残高は、劣後債のようにな

り、国家の資本金となり返金不要となる。 

(3)自国通貨建ての国債発行は借金でなく貨幣発行と同様で、発行すれば民間の貯蓄が増える

のは当たり前となり税金は財源でないことになる。 

(4)政府が国債を発行して財政支出すると、民間の預金が増えることになる。 

(5)日銀が国債買取を行うと、政府と日銀の関係は返済不要（借り換え）となり、国債は借金では

なく、国債残高は、政府から民間への送金残高記録となる。 

(6)税収がなくても財政支出でき、税金は財政支出の財源ではなく、財政支出の財源は国債発行

によってつくられることになる。納税は民間から政府にお金が移動することになる。 

(7)国債発行は国民の預金増となり、マネタリーベースからマネタリーストックへシフトする。 

(8)政府の赤字は、国民の黒字 政府の借金は国民の借金となる。 

3.『マネジメント』における『会計リテラシー』の重要性 

報告者は、202２年度からの高等学校での指導要領の改訂で、商業科での「ビジネスマネジメ

ント」の新科目の導入に少なからず貢献したと自負している。（コンテンツの社会実験は、初期のモ

デルの代替として大阪ビジネスフロンティア高校と関西大学商学部等との連携において行われ

た。） 

日本学術会議の「中等教育課程における経営教育の改善について」の報告に沿ったものだが、

当然『会計基礎教育』は、『マネジメント（経営）』に含まれる概念である。 

「経営リテラシー１０分野と１００の基本概念」においては、9．財務会計 １０．管理会計の分野とな

っており、「公会計」について「なお、経済活動のグローバル化に対応するための会計基準の国際

基準の国際的統一化・収斂化、地球環境保全のための環境会計、自治体財政の透明化のための

公会計・自治体会計などの会計領域の拡大が行われている。」とあり、１００概念の一つである。 

参考文献 
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経済数学での『学び合い』の実践 

市野泰和(立命館大学) 

 

『学び合い』 

『学び合い』とは，2000 年代初頭に上越教育大学の西川純教授によって提唱

された，おもに小学校での授業を対象とした授業方法であり，「一斉授業」と対

比されるものである．『学び合い』の授業では，教員は開始時にその日の課題，

目標，および，目標に到達したかどうかを測る方法を子どもたちに提示するだけ

で，全員に向けて教えることはしない．子どもたちは，互いに相談したり教え合

ったりしつつ，各自のペースで課題に取り組む．教員は，クラス全体を見渡しな

がら，子どもどうしをつなげたり，求められれば個別にヒントや考え方を教えた

りする．最後に，全員が目標に到達したかどうかを確認して授業は終わる．  

経済数学での『学び合い』の実践 

私は，2018 年度後期，甲南大学経済学部 1 年次科目「数学入門」で『学び合

い』を行った（科目名は「数学入門」だが内容は経済数学である）．教育系の学

部・学科以外で，大学で『学び合い』の授業が行われるのはまれである． 

授業設計は次のとおりである．私は授業の 1 週間前に予習動画と予習問題を

提示する．受講生は予習動画を見て予習問題を解き，授業当日までに予習問題の

解答を提出する．授業当日，受講生には演習問題が与えられる．受講生は演習問

題を一人で解いてもいいし，何人かで話し合いながら解いてもよい．わからなけ

れば人に聞くこと，わかっていれば人に教えることが推奨される．そして，授業

最後の 15分で受講生は小テストを受け，その回の目標に到達できたかどうかを

確認する．なお，演習問題は成績評価の対象ではないが，演習問題と似た問題が

小テストで出題されるため，演習問題を解くことが小テストの準備となる． 

『学び合い』は，アクティブ・ラーニングでよく行われるグループワークと次

の点で異なる．まず，『学び合い』では，必ずしもグループで活動する必要はな

い．また，多くの場合，グループは受講生によって自主的に形成され流動的に組

み替わる．『学び合い』では各回で到達目標と評価方法が明示され，その回の活

動がその回のうちに評価される．したがって，『学び合い』においてグループで

話し合うときには，みずからすすんで話したい内容（＝その回のうちに評価され

るその回の活動）があるため，不自然なロールプレイをしたり興味がないことを

無理に話したりする必要がない． 

大学の講義科目では，小学校のクラスとは違って，クラスメート全員が友人・

知り合いということはなく，だれがよくできる人なのかもわからないため，小学

校のクラスと比べて教え合いが起こりにくい．そこで，「数学入門」では，教え



合いをうながすための工夫をほどこした．その一つは巡回である．授業支援者と

して雇用された 2 名の 4 年次学生が教室を巡回し，受講生からの質問に答えた

り，解き方を教えたりした．もう一つはグループ標識による可視化である．席が

近い人どうしでグループを作り，グループに番号をつけ，その番号を書いた標識

をグループごとに置いてもらう．そして，グループ番号を黒板に書いておき，演

習問題を解き終わったグループは，黒板のグループ番号に〇をつけてもらうこ

とにした．この工夫により，解き方や答えをクラスメートに教えてもらいたい人

は，どこに座っている人に質問をしに行けばいいのかがわかる． 

反省点，改善，および考察 

「数学入門」での『学び合い』の反省点は大きく二つある．一つは，予習動画

と演習問題だけではよく理解できなかったという学生がいたこと，もう一つは，

「受講生全員が演習問題を一人で解ける」という目標を共有できず，友達を超え

てのやりとりが少なく，自分が解き終わったら何もしない学生が多かったこと

である．これらの反省点をふまえ，2020 年度には 2 年次ゼミでのミクロ経済学

の学習で『学び合い』を行った．ゼミは少人数で，4年次の終わりまで同じメン

バー行われるため，二つ目の反省点である目標共有がしやすいだろうと考えた

からである．じっさい，ゼミ生たちは，問題演習で積極的に話し合い，毎回の課

題を全員が 100%達成した．また，一つめの反省点に対して，ゼミでの『学び合

い』では，すべての授業内容をカバーするよう予習動画を充実させた． 

最後に，『学び合い』が学生の理解を高めうるしくみを考察する．『学び合い』

では，教員は，毎回の授業について到達目標から出発して課題や教材を作る．こ

うして教員は，自分が何をどう教えているのかというメタ認知を得る．受講生は，

課題に協働して取り組み，その内容を話し合うことで，自分が何をどう学んでい

るのかというメタ認知を得る．そして，到達目標と評価方法の明示は，教員と受

講生に共通の見通しを与える．教育の効果計測に関する論文のメタ分析を包括

的に行ったハッティ(2018)は，「指導と学習において重要なのは，見通しが立つ

ことである1．」「見通しが立つ指導と学習が起こるのは，明快な目標があり，適

度に困難で，教師と学習者が（さまざまな方法で）目標に対する到達度を確認し

ようとし，…フィードバックが与えられ，活動的で情熱的で興味関心を引きあう

人 （々教師，学習者，仲間など）が学習に参加した場合である2．」と述べている．

『学び合い』は，まさにそのような学習を実現できる方法のひとつである． 

 
1 ジョン・ハッティ(2018)『教育の効果 メタ分析による学力に影響を与える

要因の効果の可視化』図書文化社，p.62． 
2 同，p.57． 



 

 

小学校における租税教室の実践 

 

大屋潤平（北海道大学大学院教育学院修士課程） 

佐々木謙一（北海道教育大学教育学部） 

 

１ はじめに 

本報告では北海道教育大学旭川校で開設された日本税理士会連合会寄附講座の受講学生

が実践した小学生向けの租税教室を紹介し、授業参観者による評価に基づいて課題と方向

性を検討する。同寄附講座の先行的取組として真島（2016）や浪花(2017)、小金沢(2018)、

太郎良(2018)があり、教員志望の学生を対象にした税理士の講義に関する有効性や重要性

を指摘している。また、税理士・税務広報広聴官による租税教室が全国の小中学校・高校で

開催されていることに加えて、坂井(2015)や中川(2017)、神野(2018)、水山(2018)、澁谷

(2020)等により、小学校における租税教育の実践研究も多数行われている。 

授業実践に至るまでのプロセスの概略は次のとおりである。はじめに、税理士、税務広報

広聴官や財務専門官による授業を聴講して、財政事情や租税教育の取り組みについての理

解を深めた。次に、受講学生４人で構成されるグループで小学６年生対象の租税教室の学習

指導案を練り上げ、税理士の方々から助言を頂き、原案を改善した。さらに、他の受講生の

前で模擬授業を行い、指導案の最終稿を書き上げた。次節では、受講学生が小学校に出向い

て実践した租税教室の内容を紹介する。 

２ 実践例の紹介 

授業のねらいは実感を伴って税金の意義と使われ方を理解することであり、対象は旭川

市内の小学６年生である。パワーポイントや画像資料を活用して、児童に授業内容と実生活

とのつながりを授業内で強く意識させることによって、授業後も税金の話を「自分ごと」と

して考えられるような授業づくりを行った。導入・展開・まとめは、次のとおりである。 

導入では、「税金のイメージは？」「税金について知っていることは？」を児童に問いかけ、

児童が知っている税金（所得税・消費税）を挙げてもらうところから始めた。児童たちが私

たちの生活と税金とのかかわりをイメージできた後、授業課題「なぜ税金が必要なのか」を

提示した。 

展開においては、授業者が児童に日常生活で税金が使われている場面を提示した後、「も

しその税金がなかったらどんな街になるだろうか」というワークショップを実施した。具体

的には、税金がなくなった場合，学校・図書館・道路・警察などのサービスがどのように変

化し，その変化に伴って自分たちの住む町がどのように変化するかを児童たちが小グルー

プにわかれて、主体的・対話的に考えさせ、それを実際に模造紙に書いてもらった。 

まとめでは、児童に税制のある町とない町の写真を見せて、児童が意見・感想等を発表す

る時間を設けて、「税金はみんなの生活を豊かにするもの」として授業を総括した。 



 

 

３ 参観者の評価 

 授業参観者 24 名に、私たちの授業につ

いて評価して頂き、集計結果を表１で示

している。参観者は各評価項目を４段階

（4－当てはまる、3－大体当てはまる、２

－あまり当てはまらない、１－当てはま

らない）で評価し、感想・意見を自由に記

述していただいた。 

評定平均が最も高い項目は「明るく前

向きに生徒に接している」の 3.88、次に

「前もって、授業内容の順序を考えて話

している」の 3.79、続いて、「前もって、

授業内容の順序を考えて話している」と

「児童・生徒にとって身近な、興味のわく

ような具体例を挙げて話している」がそ

れぞれ 3.75 と高評価と得た。 

 一方、「明確な指示を出してクラスを動

かしている」が 3.08 と最も低い評定にな

ったものの、総じて、各項目についての評

定平均が 3.50 以上となった。 

参観者の自由記述に関する好評として、「税のイメージを改善できる授業だった」、「発表

に対してしっかりとコメント（肯定的に）していた」、「しっかりと机間指導を行っていた」

等が挙げられる。一方、「グループワークの指示が不明確」や「模造紙を配る前に指示を出

したほうが良かった」等の改善点を指摘する意見があった。 

４ おわりに（受講学生の振り返り） 

租税教室の実施にあたって、小学６年生が 45 分間の授業を飽きることなく税について学

び、税への興味・関心をより一層高めるために、授業手法としてクイズ形式を取り入れるこ

と、メディア報道内容の一部を伝えることに焦点を当てた。しかし、授業づくりというもの

は児童の実態を知ることから始まる。学校現場に合わせ、授業内容や提示する具体例なども

適切に選択していかなければならない。しかし、今回は児童の現状を把握できないため、

様々な児童の応答・行動の想定や対処方法の検討に多くの時間を費やした。税理士・税務広

報広聴官による租税教室が１回限りであることこそが租税教室の難しさではないだろうか。 

【参考文献】 

小金沢孝昭（2018）「『持続可能な社会のための租税教育』〜日本税理士会連合会寄附講座の

宮城教育大学での実践〜」『宮城教育大学紀要』第 52巻 pp.357-369    ほか 

表１ 評価項目 
 

評価項目 評定平均 

１．明るく前向きに生徒に接している。 3.88 

２．生徒一人ひとりに気を配り、言葉かけ

をしている。 

3.58 

３．明確な指示を出してクラスを動かし

ている。 

3.08 

４．授業のはじめに、学習の狙いを生徒に

明確に示している。 

3.50 

５．前もって、授業内容の順序を考えて話

している。 

3.75 

６．児童・生徒にとって身近な、興味のわ

くような具体例を挙げて話している。 

3.75 

７．効果的なパワーポイント資料を作成

している。 

3.79 

８．授業のまとめの工夫をしている。 3.65 

９．児童・生徒に興味・関心を持たせるた

めの教材解釈・教材開発・教材選択をして

いる。 

3.75 

１０．生徒の税に関するイメージが授業

前と授業後で変わるような授業内容・展

開である。 

3.58 

１１．租税の役割を正しく伝える授業内

容である。 

3.54 

１２．児童の関心をひく授業内容である。 3.63 

4 段階評価：4－当てはまる、3－大体当てはまる、２－あ

まり当てはまらない、１－当てはまらない （評定平均は

小数点第三位を四捨五入） 

出典：著者作成  



進化的計算による漸近展開の一般化 

岩田順敬（関大化学生命工学部） 

安坂融哉（関大システム理工学部） 

 

概要 

経済学においてテイラー展開は、例えば得られた時系列データの関数形を明らかにす

るという目的などで用いられ、重要な数学的ツールとなっている。一方で数学的なテ

イラー展開の理論ではデータ自体が微分可能であるというある種の滑らかさが要求さ

れる。関西大学の自主学習課題として、遺伝的アルゴリズムに基づいた進化的計算に

よって、テイラー展開を含んだ漸近展開を一般化する手法を開発した。これによって、

データ系列を滑らかさのないデータとして直接扱うことが可能となる。 

 

 背景・目的 

近年、AIには答えのないものに対して自ら最適と考えられる答えを探すことが求められ、

その一つの手段として進化的アルゴリズムが挙げられている。今回はその足掛かりとして

進化的計算を用いたテイラー展開の一般化について報告する。ここで、漸近展開とは関数

をより簡単な形をした関数列の級数として近似することである。 テイラー展開がよく知

られている。 （例） sin(𝑥) = 𝑥 −
!
𝑥 +

!
𝑥 −

!
𝑥 + ⋯） 

 

 手法 

進化的アルゴリズムとは人工知能の基礎理論の一つである。進化的アルゴリズムは遺伝的

アルゴリズム・進化的プログラミング・進化戦略・遺伝的プログラムから構成され、生殖・

遺伝子交叉・自然淘汰・適者生存といった進化の仕組みをもとにしたアルゴリズムを用い

る個体群ベースの最適化アルゴリズムの総称である。遺伝的アルゴリズムにおいては、個

体群から適応度関数によって与えられる適応度の高い個体を選別して生殖・交叉・突然変

異・自然淘汰を繰り返し最適と考えられる近似解が求められる。アルゴリズムの主な流れ

は図１のようになる。 

 

図１．遺伝的アルゴリズム 



 今回のアルゴリズム 

求める多項式の形を 𝑦(𝑥) = 𝑎 + 𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥  とする。 

条件として ・ 𝑎  ,  𝑎 を固定して間の係数を遺伝的アルゴリズムで探索 

      ・ 遺伝子座数を１０に固定（比較のために１００とした場合も考える） 

の二つを設定する。アルゴリズムの流れを以下に示す。 

 

1. 目的とするデータ関数𝐹(𝑥) = 𝑦(𝑥) | 0 < 𝑥 < 1  を与える。 

2. 𝐹(𝑥) ≃ 𝑦(𝑥)を満たす多項式  𝑦(𝑥) = 𝑎 + 𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥 + 𝑎 𝑥   を探索する。 

3. 適応度関数 |𝐹(0.1) − 𝑦(0.1)| + |𝐹(0.2) − 𝑦(0.2)| + ⋯ |𝐹(1.0) − 𝑦(1.0)| を最小化する

ように確率的な遺伝子交叉と突然変異を導入してに𝑎 ~𝑎 を決定する。 

 

遺伝子交叉では、任意に選んだ二つの遺伝子の平均をとった遺伝子を新たに考え、適応度

関数（小であるほど厳密解に近い）の値の一番値が大きいものと比較し、より小さければ

入れ替える。突然変異では、任意に選んだ一つの遺伝子の値を２％変化させた場合に適応

度関数の値が一番大きいものと比較してより小さければ入れ替える。 

 

 結果 

今回の計算結果の例を以下の図（図２および図３；func1 で遺伝的アルゴリズムによって

得られた近似関数を表す）に示す。利点として、テイラー展開の知識がなくとも展開でき

ること・テイラー展開が適用できないような不連続関数にも適用できることが挙げられる。 

         

図２．遺伝子座数の違いによる結果の比較 (左図：１０個、右図：１００個) 

 

       

図３.（左図） cos(𝑥 ) − 4𝑥 + 3𝑥、(右図)
√

の計算結果（遺伝子座数＝１０） 



採用・就職活動開始時期が同じ条件のもとでの学生の就職活動に関する 

研究 ：2013 年度卒～2015 年度卒の学生 1277 人を対象に 

金森敏(東京家政学院大学) 

東渕則之（松山大学）  

 

1.はじめに 

 本研究の目的は、就職活動のスケジュールが 3 年間同じであった学生の就職活動プロセ

ス（以下、就活プロセスと略す）を明らかにするものである。具体的には、2013 年年度

卒、2014 年度卒、2015 年度卒の学生は、広報解禁日は 12 月 1 日であり、採用選考開始日

は 4 月 1 日であり、就職活動のスケジュールは同じである（表 1 参照）。 

卒業年度 広報解禁日 採用選考開始日 大卒求人倍率 

2013 2011 年 12 月 1 日 2012 年 4 月 1 日 1.27 

2014 2012 年 12 月 1 日 2013 年 4 月 1 日 1.28 

2015 2013 年 12 月 1 日 2014 年 4 月 1 日 1.61 

2016 2015 年 3 月 1 日 2015 年 8 月 1 日 1.73 

2017 2016 年 3 月 1 日 2016 年 6 月 1 日 1.74 

出典：前田（2018）、p124 より 

 

2.先行研究とリサーチクエッション（RQ） 

就職活動に関する先行研究（刈谷[2010];濱中[2010];筒井[2010];濱中[2018];松尾[2019];

妹尾[2020];荒木[2020]は多々ある。刈谷[2010]では、90 年代初頭までの大卒就職の研究は、

戦後日本における雇用慣行や、そのもとでの人的資本形成の仕組みのもとで成立した学校

から職業へのトランジッションの特殊な状態を捉えようとした研究であったと述べている。

そのうえで、今後の大卒就職の研究課題として３つをあげている。それは、①新規大卒労働

市場が実際にどのように変化してきたか、②就職活動自体（就活プロセス）の問題、③採用

をめぐる選考基準がどのように変化してきたかである。荒木[2020]では、これまでの就職活

動に関する研究を①就職活動と選抜・社会移動の研究、②就職活動における選抜基準と手法

の研究の 2 つに分けて詳細な文献レビューを行い、今後の研究方向として audit study 研究

を示唆している。 

一方で、就職活動のスケジュール変更が大学生の就職活動にどのように影響を及ぼすの



かといった研究はあまり行われていないものの、その研究アプローチは大きく 2 つに分け

られる。１つは学校基本調査などを用いた研究（大島[2019];堀[2019]）であり、もう１つ

は個別大学における調査に基づく研究（佐藤・梅崎[2014];前田[2018]）である。 

2015 年度から 2018 年度までの内閣府の調査を用いた堀[2019]では、近年の採用・就職

スケジュールにかかるルールの影響が大卒労働市場の採用・スケジュール面での秩序形成

に寄与しているかどうかを調査した。その結果、近年のルールには秩序形成という点で弱い

ながらも効果があったと推論している。なお堀[2018]では、採用・就職スケジュールのルー

ルが秩序形成に役立っているかどうかを知りたいという意図であれば、同じ対象に対する

長期にわたる調査を比較するべきであるが、そのような調査が存在しないと述べている。 

前田[2018]では、中堅私立大学の商学系学部の 2013 年から 2017 年の卒業生の就職活動

の分析を行い、採用解禁時期の変更が中堅私立大学の学生の就職活動にどのような変化を

もたらしたかを明らかにした。その結果、2016 年以降、経団連の採用方針を守る企業があ

る一方で、そのことから逸脱した採用活動が増え、さらにインターンシップが拡大した。そ

のため、大学生の就職活動のさらなる早期化とそれに伴う長期化の進展を予測させると述

べてる。 

このように学生基本調査などを活用した研究（大島[2019];堀[2019]）では、大雑把に全

体の傾向は把握できるものの、個別大学における学生の就職活動における実態が伴ってい

ないため、就活生の細かな就職プロセスについては把握できていないのが課題である。 

一方、個別大学を研究対象とした佐藤・梅崎（2014）では、スケジュール変更前後だけの

比較を行っており、長期的な視点で見た場合、どのような影響が学生にあるのかわからない

ことが課題である。また、前田（2018）では、個別大学における就職活動の調査を行ってい

るものの、学生の実態の記述でとどまっており、就職活動において何がどのように影響を与

えているのかわからないのが課題である。 

そこで、本研究では、就職活動のスケジュールが全く同じであった、2013 年度卒、2014

年度卒、2015 年度卒の私立Ｍ大学の卒業学生を対象にどのような就職活動を行ったのかを

明らかにする。言い換えれば、就職活動のスケジュールが全く同じであった 3 年間を対象

に、その期間に就職活動をした学生の就活プロセスを明らかにする。したがって、次のＲＱ

を立て、明らかにする。 

 

RQ1:就活スケジュールが同じ 3 年間において、就職活動を行った学生の活動に違いはある

か。 

RQ2:就活スケジュールが同じ 3 年間において、各年度において学生が内々定をもらった時

期、内定数を得る際に影響を与えた要因は何か。 

 

紙面の制約上、調査方法、調査結果、考察、参考文献などは当日発表いたします。 



供給曲線を描く一試行－MC=ｐは供給曲線ではなかった！－ 

 

                         水野勝之（明治大学） 

土居拓務（明治大学） 

                         井草剛（松山大学） 

                 

 我々が経済学の授業で教えている右下がりの需要曲線（注 1），右上がりの供給曲線は実は存

在しない。POS などのビッグデータの利用が可能になった今日，そのような見解が幅広く浸

透している。様々な仮定を置いたのちに描く両曲線は絵に描いた餅だというのである。 

 まず小松秀樹（2017），安田洋祐（2017）は右下がりの需要曲線を否定している。経済学

が需要曲線を描く際の「他の事情が一定」という仮定は不合理。少しでも時間がたてば，様々

な環境変化が起こるのであるから他の事情が一定であるということは実社会ではありえな

い。時系列データを使わなければならなかったかつてと違い，POS データが普及して短期間

の需要のデータが手に入るようになった現在，需要と価格の関係をプロットすると，その相

関が右下がりになっていないケースが多く出現している。 

 神取（2014）は経済理論通りに描く右上がりの供給曲線を否定している。経済学者の理論

で費用曲線はよく見るが，実際の費用曲線を見たことない。それに基づいて描く供給曲線も

ないはずだという論理であった。（注 2） 

 実際の需要曲線，供給曲線は右下がり，右上がりに限定されるものではない。財やサービ

スの性質，市場のある地域の状況，季節，好況不況の経済状況などによってその形状は異な

ってくる。これまでの経済学では一律に右下がり，右上がりと限定して，それ以外の状況の

財やサービスについては特殊ケースとして扱ってきた。現在の多様な性質を持つ財やサー

ビスのダイバシティ下では，その特殊ケースが通常のケースであり，需要曲線は右下がり，

供給曲線は右上がりという状況のほうが特殊ケースということになる。 

 現状を考えてみると，そもそも我々が目の当たりにしている商品やサービスは同一のも

のであれば，それらは定価ではないか。あるメーカーのチョコレートを買う時も定価，煎餅

を買う時も定価。スーパーごとに特売をやったり，土日限定の特売をやって値を下げること

があるかもしれない。しかし，通常売られている値段は定価である。1か月ごとに値段が変

わっているわけではない。消費者はたくさん買おうが少なくしか買わなかろうが，商品は定

価のままである。つまりその時の需要曲線は水平である。経済学はこのあまりにも当たり前

の事実を無視し続けてきた。 

 本稿では，新たに供給曲線モデルを開発する。目標は，需要曲線がいかなる形状をしてい

ても交わることができる供給曲線を導出することである。均衡点がなければ取引が行われ

ないことになってしまうので，必ず交点が必要である。だが，従来の考え方では「定価で需

要曲線が水平なのに交点が存在する」などの現実の状況を説明できない。水平の需要曲線よ



りも上にあるプラスの傾きの供給曲線のケース，それよりも下に位置するマイナスの供給

曲線御ケースでは均衡点が存在しない。このような財やサービスにも均衡点が存在するこ

とを，新たな供給曲線モデルで説明する。 

 このモデル開発については，筆者たちがこれまで研究してきた H.Theil（1980a，1980b)

のシステムワイドアプローチおよび筆者たちの独自のモデルをベースとする。この理論で

は，変数を微分変化形で表した，生産要素の需要方程式をもとに展開している。その理論を

筆者たちが発展させて，ここでは，MC=ｐでない供給曲線を開発する。つまり， 

    MC=αp 

を導出する。ＭＣは限界費用，ｐは価格である。αは定数である。需要曲線が水平のケース，

需要曲線が右上がりのケース，需要曲線が MC と交わらないケースに対して，上式のαの値

のケース分けで交点が存在し，各種経済的取引が実行されることを示す。 

 

脚注 

（注 1）需要曲線の形状も財やサービスによって異なる。水野（2020）では，きゅうりの右

下がりの需要曲線を描いた。 

（注 2）神取（2014）では，時系列データから限界費用曲線を描くのではなく，東北電力の

発電の形態によっての費用を並べ，限界費用曲線を描いている。 
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COREプロジェクトは分かりやすい副教材となりえるのだろうか 

井草剛(松山大学経済学部)  

水野勝之(明治大学商学部)  

土居拓務(農林水産政策研究所)  

 

文部科学省が 2020 年 12 月に公表した調査結果「大学等における後期等の授業の実施状

況に関する調査」では、2020 年度の前期に続き後期も多くの大学がオンラインによる授業

の実施を余儀なくされている。このような形式の遠隔授業を実施するうえで、重要な課題は

「授業の工夫」、「教材の選定」であり、とりわけ演習（ゼミ）においては準備学習（予習・

復習）にどのような教材を使うのか、教員は悩ましい選択を迫られている。 

遠隔授業においては、教員の杜撰な授業もある一方で、過半数の学生が今後も遠隔授業の

継続を希望し、2021年度においても一定の割合で遠隔授業が実施されることとなるだろう。

学生は遠隔授業をどのように思っているのか、「大学等における後期等の授業の実施状況に

関する調査」の結果から以下にいくつか抜粋する。このように、新型コロナウイルスを契機

として始まった遠隔授業を、「満足している、継続して欲しい」という学生の意見も多く、

「コロナ前に戻らない決意」も教員は必要となってくる。 

 

・長岡造形大学 

全学生を対象とした後期授業形態に関するアンケート調査の結果、本学の現状の授

業形態について、回答者の 8割の学生が、現状に理解・納得、または遠隔授業の割合

増加を希望すると回答している。自由記述における授業実施形態に関しては、遠隔授

業により、感染防止の観点から安心して授業を受講できること、また、対面授業と比

較し集中して授業を受講できることや授業動画を反復して視聴できることで授業の

理解度が高まったなど、遠隔授業のメリットについての記載が７割を超えた。これら

より、本学の大多数の学生が、遠隔授業の利点を感じながら、現状の授業形態に理解

を示しているものと考えている。 

 

・北陸先端科学技術大学院大学 

６月下旬に学生に実施したオンライン授業の実施形態や学習管理システムなどに

ついてのアンケートの結果では、８０％程度が満足しているとの回答を得ている。 

 

・福井大学 

２回のアンケートとも，「移動が不要で効率が良い」「自分のペースで学修がで 

きる」「繰り返し学修ができる」等，面接授業と比較して，自分のタイムコント 

ロールがしやすい点をメリットとして捉える学生が多くを占めた。さらに，終了時 

のアンケートでは，達成目標の達成状況についても遠隔授業によって達成できたか 

の問いに対し，否定的な回答をした学生は１割以下であった。また，「コロナウイ 

ルス感染が怖いので後期も遠隔授業を継続してほしい」との要望意見もあった。 

 



 

 

 そこで、本稿は COREプロジェクトをどのように遠隔授業の教材で用いることができるか

を検討する。具体的には、経済教育学会の中で結成された COREプロジェクトチームが現在

作成中のテキスト（CORE プロジェクトがオンライン上で公開した経済学テキストの翻訳版）

に注目し、演習講義の準備学習としての教材として、学生にとって使い勝手のよいものかど

うか他と比較・考察した（遠隔講義で使用されている他の経済学の Web学習コンテンツ等）。

その結果、テキストのよさを活かしながら、演習講義の準備学習教材として利用できるよう

にするためには、「一定の工夫」が必要なことがわかった。比較分析や「一定の工夫」につ

いては、発表時に詳しく報告する。 

本報告では松山大学と明治大学での活用の実例を挙げる。 
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