
【政治経済】
サブカテゴリ 授業名 サブカテゴリ 授業名
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　ミクロとマクロ・経済循環 （Ⅱ-５）国民生活の課題 消費者問題の発生
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　市場のしくみ （Ⅱ-５）国民生活の課題 消費者行政
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　市場メカニズム （Ⅱ-５）国民生活の課題 情報社会１
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　市場の注意点 （Ⅱ-５）国民生活の課題 情報社会２
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　需要供給曲線のシフト（需要側） （Ⅱ-５）国民生活の課題 地球環境問題
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　需要供給曲線のシフト（供給側） （Ⅱ-５）国民生活の課題 環境保全への取組み
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　市場の失敗 （Ⅱ-５）国民生活の課題 京都議定書
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　市場の失敗(1)独占・寡占 （Ⅱ-５）国民生活の課題 パリ協定
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　市場の失敗(2)公共財 （Ⅱ-５）国民生活の課題 人口問題
（Ⅱ-２）ミクロ経済 ミクロ経済　市場の失敗(3)外部不経済 （Ⅱ-５）国民生活の課題 エネルギー
（Ⅱ-２）ミクロ経済 企業の形態 （Ⅱ-５）国民生活の課題 エネルギーの変遷
（Ⅱ-２）ミクロ経済 「会社」の種類 （Ⅱ-５）国民生活の課題 原子力の是非
（Ⅱ-２）ミクロ経済 公企業 （Ⅱ-５）国民生活の課題 代替エネルギー等とその可能性
（Ⅱ-２）ミクロ経済 株式会社 （Ⅱ-５）国民生活の課題 公害問題
（Ⅱ-２）ミクロ経済 会社の資本調達 （Ⅱ-５）国民生活の課題 環境政策の必要性と方針
（Ⅱ-２）ミクロ経済 戦後の企業体制 （Ⅱ-５）国民生活の課題 昭和期の公害対策行政
（Ⅱ-２）ミクロ経済 企業の社会的責任(CSR) （Ⅱ-５）国民生活の課題 90's～の環境対策
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　国民経済計算（1）ストックとフロー （Ⅱ-５）国民生活の課題 その他の環境への取組み
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　国民経済計算（2）国富 （Ⅱ-５）国民生活の課題 労働運動(1)
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　国民経済計算（3）国民所得（広義） （Ⅱ-５）国民生活の課題 労働運動(2)
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　国民経済計算（4）GDPと三面等価の原則 （Ⅱ-５）国民生活の課題 労働運動(3)
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　国民経済計算（5）GDP・GNP換算 （Ⅱ-５）国民生活の課題 労働基準法
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　国民経済計算（6）NNP・NI （Ⅱ-５）国民生活の課題 現代の労働問題(1)
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　国民経済計算（7）経済成長率（基本） （Ⅱ-５）国民生活の課題 現代の労働問題(2)
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　国民経済計算（8）実質経済成長率 （Ⅱ-５）国民生活の課題 現代の労働問題(3)
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　国民経済計算（9）GDPの注意点 （Ⅱ-５）国民生活の課題 社会保障[0]はじめに
（Ⅱ-３）マクロ経済 マクロ経済　景気変動 （Ⅱ-５）国民生活の課題 社会保障のルーツ
（Ⅱ-３）マクロ経済 貨幣と通貨 （Ⅱ-５）国民生活の課題 国民負担率の国際比較
（Ⅱ-３）マクロ経済 通貨制度 （Ⅱ-５）国民生活の課題 （発展）アメリカの医療保険
（Ⅱ-３）マクロ経済 通貨の種類 （Ⅱ-５）国民生活の課題 日本の社会保障の変遷
（Ⅱ-３）マクロ経済 金融 （Ⅱ-５）国民生活の課題 日本の社会保障制度（４本柱）
（Ⅱ-３）マクロ経済 信用創造 （Ⅱ-５）国民生活の課題 日本の社会保障制度(1)社会保険（医療）
（Ⅱ-３）マクロ経済 中央銀行 （Ⅱ-５）国民生活の課題 日本の社会保障制度(1)社会保険（年金）
（Ⅱ-３）マクロ経済 中央銀行による景気の調節 （Ⅱ-５）国民生活の課題 日本の社会保障制度(1)社会保険（介護）
（Ⅱ-３）マクロ経済 日本の金融政策の実際 （Ⅱ-５）国民生活の課題 日本の社会保障制度(1)社会保険（雇用・労災）
（Ⅱ-３）マクロ経済 日本の金融をめぐる動向１ （Ⅱ-５）国民生活の課題 日本の社会保障制度(2)公的扶助
（Ⅱ-３）マクロ経済 日本の金融をめぐる動向２ （Ⅱ-５）国民生活の課題 日本の社会保障制度(3)社会福祉，(4)公衆衛生
（Ⅱ-３）マクロ経済 日本の金融をめぐる動向３ （Ⅱ-５）国民生活の課題 社会保障関連訴訟
（Ⅱ-３）マクロ経済 財政の役割 （Ⅱ-５）国民生活の課題 社会保障の課題（少子高齢化）
（Ⅱ-３）マクロ経済 景気調節機能について（1） （Ⅱ-５）国民生活の課題 社会保障の課題①医療
（Ⅱ-３）マクロ経済 景気調節機能について（2） （Ⅱ-５）国民生活の課題 社会保障の課題②年金
（Ⅱ-３）マクロ経済 租税 （Ⅱ-５）国民生活の課題 社会保障の課題③公的扶助（発展）
（Ⅱ-３）マクロ経済 消費税 （Ⅱ-５）国民生活の課題 社会保障の課題④社会福祉
（Ⅱ-３）マクロ経済 公債１ （Ⅱ-６）国際経済 国際経済のテーマ
（Ⅱ-３）マクロ経済 公債２（日本の実情） （Ⅱ-６）国際経済 貿易理論
（Ⅱ-３）マクロ経済 公債３（基礎的財政収支） （Ⅱ-６）国際経済 比較生産費説１
（Ⅱ-３）マクロ経済 予算１ （Ⅱ-６）国際経済 比較生産費説２
（Ⅱ-３）マクロ経済 予算２ （Ⅱ-６）国際経済 比較生産費説3
（Ⅱ-３）マクロ経済 財政投融資 （Ⅱ-６）国際経済 保護貿易論
（Ⅱ-３）マクロ経済 ポリシーミックス （Ⅱ-６）国際経済 国際収支１
（Ⅱ-３）マクロ経済 物価とは （Ⅱ-６）国際経済 国際収支２
（Ⅱ-３）マクロ経済 インフレーションの原因と規模 （Ⅱ-６）国際経済 国際収支３
（Ⅱ-３）マクロ経済 近年の物価変動 （Ⅱ-６）国際経済 外国為替１（円高/円安の要因）
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 時代区分 （Ⅱ-６）国際経済 外国為替２（円高の影響）
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 経済の３大改革 （Ⅱ-６）国際経済 国際通貨体制
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 経済復興への道のり （Ⅱ-６）国際経済 国際金本位制
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 高度経済成長 （Ⅱ-６）国際経済 ブレトンウッズ体制
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 高度成長期（前半） （Ⅱ-６）国際経済 スミソニアン体制／キングストン体制
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 （発展）国際収支の天井 （Ⅱ-６）国際経済 通貨危機
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 高度成長期（後半） （Ⅱ-６）国際経済 自由貿易体制（前半）
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 高度成長の要因と歪み （Ⅱ-６）国際経済 自由貿易体制（後半）
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 高度成長の終焉１(ニクソン・ショック) （Ⅱ-６）国際経済 グローバリズムとリージョナリズム①
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 高度成長の終焉２(第１次石油危機) （Ⅱ-６）国際経済 グローバリズムとリージョナリズム②
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 石油危機への対応 （Ⅱ-６）国際経済 日本の参加する国際協力（発展）
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 G5プラザ合意 （Ⅱ-６）国際経済 日本とEPA
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 （発展）レーガノミクス （Ⅱ-６）国際経済 TPP
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 G5プラザ合意後の日本 （Ⅱ-６）国際経済 EUの成立まで
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 失われた10年 （Ⅱ-６）国際経済 EU成立後
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 アベノミクス① （Ⅱ-６）国際経済 南北問題１
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 アベノミクス② （Ⅱ-６）国際経済 南北問題２
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 中小企業問題（前半） （Ⅱ-６）国際経済 南北問題３
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 中小企業問題（後半） （Ⅱ-６）国際経済 南南問題
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 農業（前半） （Ⅱ-６）国際経済 MDGｓとSDGｓ
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 （発展）農家の分類 （Ⅱ-６）国際経済 米国と中国１
（Ⅱ-４）戦後の日本経済 農業（後半） （Ⅱ-６）国際経済 米国と中国２

（Ⅱ-６）国際経済 米国と中国３
（Ⅱ-６）国際経済 日本経済の国際化
（Ⅱ-６）国際経済 日本のODA
（Ⅱ-６）国際経済 日米貿易摩擦（前半）
（Ⅱ-６）国際経済 日米貿易摩擦（後半）



【政治経済】
サブカテゴリ 授業名 サブカテゴリ 授業名
（Ⅰ-１）民主政治の原理 政治とは何か （Ⅰ-４）現代日本の政治 政党政治
（Ⅰ-１）民主政治の原理 国家の変遷１ （Ⅰ-４）現代日本の政治 戦前の政党政治
（Ⅰ-１）民主政治の原理 国家の変遷２ （Ⅰ-４）現代日本の政治 戦後の政党政治(1)
（Ⅰ-１）民主政治の原理 主権について （Ⅰ-４）現代日本の政治 戦後の政党政治(2)
（Ⅰ-１）民主政治の原理 民主政治原理１（立憲主義） （Ⅰ-４）現代日本の政治 戦後の政党政治(3)
（Ⅰ-１）民主政治の原理 民主政治原理２（国民主権） （Ⅰ-４）現代日本の政治 戦後の政党政治(4)
（Ⅰ-１）民主政治の原理 民主政治原理３（権力分立） （Ⅰ-４）現代日本の政治 戦後の政党政治(5)
（Ⅰ-１）民主政治の原理 民主政治原理４（「法の支配」の概念） （Ⅰ-４）現代日本の政治 選挙制度１
（Ⅰ-１）民主政治の原理 民主政治原理５（英米の「法の支配」） （Ⅰ-４）現代日本の政治 選挙制度２
（Ⅰ-１）民主政治の原理 民主政治原理６（「法の支配」と「法治主義」） （Ⅰ-４）現代日本の政治 選挙制度３
（Ⅰ-１）民主政治の原理 社会契約説１（思想的特徴） （Ⅰ-４）現代日本の政治 選挙制度（発展編）
（Ⅰ-１）民主政治の原理 社会契約説２（ホッブズ） （Ⅰ-４）現代日本の政治 政党政治１
（Ⅰ-１）民主政治の原理 社会契約説３（ロック） （Ⅰ-４）現代日本の政治 政党政治２（日本の政党政治１）
（Ⅰ-１）民主政治の原理 社会契約説４（ルソー） （Ⅰ-４）現代日本の政治 政党政治３（日本の政党政治２）
（Ⅰ-１）民主政治の原理 イギリスの政治制度 （Ⅰ-４）現代日本の政治 政党政治４
（Ⅰ-１）民主政治の原理 アメリカの政治制度 （Ⅰ-４）現代日本の政治 行政の民主化
（Ⅰ-１）民主政治の原理 その他各国の政治制度 （Ⅰ-４）現代日本の政治 大衆民主主義
（Ⅰ-１）民主政治の原理 （発展）半大統領制 （Ⅰ-５）国際政治 国際社会①　基本構造
（Ⅰ-１）民主政治の原理 民主集中制 （Ⅰ-５）国際政治 国際社会②　国際政治を動かす要因
（Ⅰ-１）民主政治の原理 （発展）開発独裁と途上国の動向(2010s) （Ⅰ-５）国際政治 国際社会③
（Ⅰ-１）民主政治の原理 米国の大統領[1]第二次世界大戦以前 （Ⅰ-５）国際政治 国際社会④　国際連盟
（Ⅰ-１）民主政治の原理 米国の大統領[2]冷戦期 （Ⅰ-５）国際政治 国際連合①
（Ⅰ-１）民主政治の原理 米国の大統領[3]1990年代～2000年代 （Ⅰ-５）国際政治 国際連合②
（Ⅰ-２）憲法と人権 大日本帝国憲法１（成立） （Ⅰ-５）国際政治 国際連合③
（Ⅰ-２）憲法と人権 大日本帝国憲法２（統治機構） （Ⅰ-５）国際政治 国際連合④
（Ⅰ-２）憲法と人権 大日本帝国憲法３（臣民の権利） （Ⅰ-５）国際政治 国連と安全保障
（Ⅰ-２）憲法と人権 日本国憲法の成立 （Ⅰ-５）国際政治 国連と世界会議
（Ⅰ-２）憲法と人権 日本国憲法の原理 （Ⅰ-５）国際政治 人権の国際化(1)
（Ⅰ-２）憲法と人権 日本国憲法の改正 （Ⅰ-５）国際政治 人権の国際化(2)
（Ⅰ-２）憲法と人権 基本的人権の尊重 （Ⅰ-５）国際政治 人権の国際化(3)
（Ⅰ-２）憲法と人権 平等権１（前半） （Ⅰ-５）国際政治 冷戦１　はじまり
（Ⅰ-２）憲法と人権 平等権１（後半） （Ⅰ-５）国際政治 冷戦２　米ソ代理戦争
（Ⅰ-２）憲法と人権 平等権２ （Ⅰ-５）国際政治 冷戦３　雪解け
（Ⅰ-２）憲法と人権 自由権１ 精神の自由（前半） （Ⅰ-５）国際政治 冷戦４　多極化
（Ⅰ-２）憲法と人権 自由権２ 精神の自由（後半） （Ⅰ-５）国際政治 冷戦５　新冷戦～冷戦終結
（Ⅰ-２）憲法と人権 自由権３ 身体の自由 （Ⅰ-５）国際政治 核軍縮１
（Ⅰ-２）憲法と人権 自由権４　経済活動の自由 （Ⅰ-５）国際政治 核軍縮２
（Ⅰ-２）憲法と人権 社会権 （Ⅰ-５）国際政治 核軍縮３
（Ⅰ-２）憲法と人権 参政権・請求権 （Ⅰ-５）国際政治 核軍縮４
（Ⅰ-２）憲法と人権 新しい人権１ （Ⅰ-５）国際政治 地域紛争　東～南アジア１
（Ⅰ-２）憲法と人権 新しい人権２ （Ⅰ-５）国際政治 地域紛争　東～南アジア２
（Ⅰ-２）憲法と人権 外国人の人権（発展）１ （Ⅰ-５）国際政治 地域紛争　西アジア１
（Ⅰ-２）憲法と人権 外国人の人権（発展）２ （Ⅰ-５）国際政治 地域紛争　西アジア２
（Ⅰ-２）憲法と人権 外国人の人権（発展）３ （Ⅰ-５）国際政治 地域紛争　アフリカ
（Ⅰ-２）憲法と人権 憲法と平和主義 （Ⅰ-５）国際政治 地域紛争　ヨーロッパ
（Ⅰ-２）憲法と人権 自衛隊 （Ⅰ-５）国際政治 地域紛争　旧ソ連、アメリカ大陸
（Ⅰ-２）憲法と人権 自衛隊に関する判例 （Ⅰ-５）国際政治 地域紛争　ウクライナ問題
（Ⅰ-２）憲法と人権 日米安保体制（冷戦中） （Ⅰ-５）国際政治 地域紛争　IS
（Ⅰ-２）憲法と人権 日本の武装問題 （Ⅰ-５）国際政治 戦後の日本外交１
（Ⅰ-２）憲法と人権 冷戦後の平和主義① （Ⅰ-５）国際政治 戦後の日本外交２
（Ⅰ-２）憲法と人権 冷戦後の平和主義② （Ⅰ-５）国際政治 戦後の日本外交３
（Ⅰ-２）憲法と人権 冷戦後の平和主義③ （Ⅰ-５）国際政治 日本外交の課題1
（Ⅰ-２）憲法と人権 米軍基地問題 （Ⅰ-５）国際政治 日本外交の課題2
（Ⅰ-３）日本の政治制度 三権分立 （Ⅱ-１）経済体制 経済体制１　「経済」とは何か
（Ⅰ-３）日本の政治制度 国会１ （Ⅱ-１）経済体制 経済体制２　資本主義のおこり
（Ⅰ-３）日本の政治制度 国会２ （Ⅱ-１）経済体制 経済体制３　産業資本主義の理論
（Ⅰ-３）日本の政治制度 国会３ （Ⅱ-１）経済体制 経済体制４　資本主義の展開
（Ⅰ-３）日本の政治制度 国会４ （Ⅱ-１）経済体制 経済体制５　資本主義の変容
（Ⅰ-３）日本の政治制度 国会５ （Ⅱ-１）経済体制 経済体制６　1920～30年代(1)
（Ⅰ-３）日本の政治制度 内閣１ （Ⅱ-１）経済体制 経済体制７　1920～30年代(2)
（Ⅰ-３）日本の政治制度 内閣２ （Ⅱ-１）経済体制 経済体制８　ケインズ革命
（Ⅰ-３）日本の政治制度 裁判所１ （Ⅱ-１）経済体制 経済体制９　戦後の経済思想（ケインズ主義批判）
（Ⅰ-３）日本の政治制度 裁判所２ （Ⅱ-１）経済体制 経済体制10　社会主義
（Ⅰ-３）日本の政治制度 裁判所３（前半） （Ⅱ-１）経済体制 経済体制11　社会主義国家の展開と現状
（Ⅰ-３）日本の政治制度 裁判所３（後半）
（Ⅰ-３）日本の政治制度 裁判所４
（Ⅰ-３）日本の政治制度 裁判所５　司法制度改革（前半）
（Ⅰ-３）日本の政治制度 裁判所５　司法制度改革（後半）
（Ⅰ-３）日本の政治制度 地方自治の位置づけ
（Ⅰ-３）日本の政治制度 自治体の諸制度
（Ⅰ-３）日本の政治制度 地方自治の現状と課題
（Ⅰ-３）日本の政治制度 地方財政について
（Ⅰ-３）日本の政治制度 自治体の試み


