
科目名/Subject 日本経済史特論  

担当教員/Instructor 長谷部　弘 

曜日・講時/Day/Period 前期 火曜日 ５講時

対象学年
/Eligible Participants 

全／All 

科目ナンバリング
/Course Numbering 

EEM-ECO616E 

単位数/Credit(s) 2  

授業の目的
と概要
/Object and
summary
of class 

1850年代から1910年代にかけて日本の経済社会が辿った工業化の過程を、歴史的前提（旧社会の構造）、地理的条件、財政金融および経済政
策、産業発展、社会変動といった側面から歴史学的に検討し、講義する。
The object of this class is to present the socio-economic history on the early industrialization process of Japan in 1850’-1910’. Lectures will 
be consisted of historical conditions, geographic conditions, fiscal policy, economic policy, industrial development and social dynamism. All of 
contents are prepared for students in the level of academic research program.  

学修の
到達目標
/Goal of
study 

学生諸君に、当該時期の日本の経済社会が持つ歴史的性格についての専門的な知見を獲得してもらうことが目的である。
Goal of study is to for students to hold the comprehensive understanding and academic research on historical process of the Japanese 
national economy.  

授業内容・
方法と
進度予定
/Contents
and
progress
schedule 
of the class 

Google Meetを使用したオンライン授業を行う予定である。
We offer online classes using Google Meet.

1.授業案内
Class Guidance

2.前近代日本の社会体制
Tokugawa Regime

3.前近代日本の都市
Urban society in the Tokugawa Japan
4.前近代日本の農村
Rural society in the Tokugawa Japan
5.前近代日本の市場経済
System of Market economy in the Tokugawa Japan
5.前近代日本の人々
Ordinary people who lived in the Japan Irelands
6.「明治維新」という近代「革命」
The Meiji-Ishin: Political Revolution by the Samurai-warrior class
7.自然環境：森林と河川
Japan Irelands as Green Archipelago
8.近代日本における経済成長の諸相
Some phases of economic Growth in the modern Japan
9.初期工業化の課題
Tasks of the early industrialization
10.工業化1：綿糸紡績業
Development of Cotton Industry
11.工業化2：製糸業
Development of Silk Industry
12.都市化
Urbanization
13.労働力市場
Labor Market
14.戦争
Two Wars, the Japan-China War and the Japan-Russo War in the modern Japan
15.日本の近代化とは？
What is the modernization of Japan?

実務・
実践的授業
/Practical
business
※○は、
実務・実践的
授業であるこ
とを示す。
/Note:"○"
Indicates
the practical
business

使用言語
/Language
Used in
Course 

日本語と英語（基本的に日本語）
Japanese and English, basically Japanese.  

成績
評価方法
/Evaluation
method 

授業時に課す小レポートおよび学期末に課す最終レポートによって成績を評価する
Students will be evaluated grade with some reports in the end of each class and the term report.  

教科書
および
参考書
/Textbook
and
references 

Course Code: EB442 / Japanese Economic History / https://drive.google.com/file/d/1nBvTPp9IgHVqZkqepE89sPmn4TzoE8U-/view 



関連ＵＲＬ
/ＵＲＬ 

授業時間外
学修
/Preparation
and Review 

添付
ファイル
/Attached
File

その他
/In addition 

講義内容に関する情報ないし資料は授業時に配付する。
Information and data will be distributed at the each class.

なお、この授業はオンラインで実施するので、「講義情報」を確認して参加すること。
This class will be held online, so please check the lecture information before participating.  
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