
科目名 Course Title 開発経済学特論 [Agricultural and rural development] 

講義題目 Subtitle  

責任教員 Instructor 近藤 巧 [Takumi KONDO] (大学院農学研究院) 

担当教員 Other Instructors  

科目種別 Course Type 農学院専門科目 

開講年度 Year 2014 時間割番号Course Number 043073 

開講学期 Semester １学期 単位数 Number of Credits 1 

授業形態 Type of Class 講義 対象年次 Year of Eligible Students ～ 

補足事項 Other Information 第Ⅱ期開講 

キーワード Key Words 

農業開発、人口、食糧、技術進歩、経済成長、開発途上国、緑の革命 

agricultural development, population, food, technological progress, economic growth, less developed countries, green revolution 

授業の目標 Course Objectives 

経済成長と農業発展との関係について経済学的な分析能力を養う。経済学の基礎知識を応用し、経済発展や農業技術移転に関わる諸問

題ならびに貧困問題や国際協力のあり方を社会との関係で理解することを目的とする。 

We will discuss the relationships between agricultural development and economic growth. What can agriculture do for development? What are 

effective instruments in using agriculture for development? 

到達目標 Course Goals 

世界の貧困についてより良く理解できることを目標とする。貧困者の生活水準はどの程度か、どうして彼らは、貧困であり続けるのか。灌漑

設備などの地域公共財の役割、農業技術移転を経済学的に分析できる能力を養う。 

The goal of this course is to facilitate a better understanding of the lives of the world's poor. What are their lives like? Why do they remain poor? 

To examine the basis for agricultural policy-making in developing countries, and to analyze the role of local public goods such as irrigation 

infrastructure and technology transfer. 

授業計画 Course Schedule 

農業開発に関する論文を輪読し参加者がディスカッションをする。主たるトピックは以下のとおりである。 

(1)経済発展の概念 

(2)貧困問題と農業 

(3)農業技術移転論と緑の革命 

(4)経済成長理論と農業発展 

(5)食料・人口問題 

(6)日本の農業発展と途上国 

We will begin by exploring the concept of development, and go through various components of agricultural development that agricultural 

economists typically study: the concept of development, poverty and agriculture, agricultural technology transfer and the green revolution, 

economic growth theory, food and population problems, and Japanese development experiences.  

準備学習（予習・復習）等の内容と分量 Homework 

毎回、報告者を決め、報告者が論文の内容を解説し参加者全員でディスカッションする。事前に課題論文を読んでおくこと。 

Most of the readings will be drawn from recent research papers that are freely available on-line. A student will present the contents of a given 

paper to the class, and all students will be required to participate in discussing the same. 

成績評価の基準と方法 Grading System  

出席と授業への参加度合い、ディスカッションの内容などを中心に総合的に評価する。授業の最後にはレポートを提出してもらう。出席とレ

ポートのウエイトは５０％：５０％である。 

The class participation grade depends not only on regular attendance throughout the semester, but also on your final report. (Class attendance 

and participation = 50%; Report = 50%) 

テキスト・教科書 Textbooks 

講義指定図書 Reading List 

参照ホームページ Websites 

研究室のホームページ Website of Laboratory 

備考 Additional Information 

 



科目名 Course Title 開発経済学特論演習 [Special Seminar on Development Economics] 

講義題目 Subtitle  

責任教員 Instructor 近藤 巧 [Takumi KONDO] (大学院農学研究院) 

担当教員 Other Instructors  

科目種別 Course Type 農学院専門科目 

開講年度 Year 2014 時間割番号Course Number 043074 

開講学期 Semester １学期 単位数 Number of Credits 1 

授業形態 Type of Class 演習 対象年次 Year of Eligible Students ～ 

補足事項 Other Information 第Ⅱ期開講 

キーワード Key Words 

農業開発、人口、食糧、技術進歩、経済成長、開発途上国、緑の革命 

agricultural development, population, food, technological progress, economic growth, less developed countries, green revolution 

授業の目標 Course Objectives 

経済成長と農業発展との関係について経済学的な分析能力を養う。経済学の基礎知識を応用し、経済発展や農業技術移転に関わる諸問

題ならびに貧困問題や国際協力のあり方を社会との関係で理解することを目的とする。 

We will discuss the relationships between agricultural development and economic growth. What can agriculture do for development? What are 

effective instruments in using agriculture for development? 

到達目標 Course Goals 

世界の貧困についてより良く理解できることを目標とする。貧困者の生活水準はどの程度か、どうして彼らは、貧困であり続けるのか。灌漑

設備などの地域公共財の役割、農業技術移転を経済学的に分析できる能力を養う。 

The goal of this course is to facilitate a better understanding of the lives of the world's poor. What are their lives like? Why do they remain poor? 

To examine the basis for agricultural policy-making in developing countries, and to analyze the role of local public goods such as irrigation 

infrastructure and technology transfer. 

授業計画 Course Schedule 

農業開発に関する論文を輪読し参加者がディスカッションをする。主たるトピックは以下のとおりである。 

(1)経済発展の概念 

(2)貧困問題と農業 

(3)農業技術移転論と緑の革命 

(4)経済成長理論と農業発展 

(5)食料・人口問題 

(6)日本の農業発展と途上国 

We will begin by exploring the concept of development, and go through various components of agricultural development that agricultural 

economists typically study: the concept of development, poverty and agriculture, agricultural technology transfer and the green revolution, 

economic growth theory, food and population problems, and Japanese development experiences.  

準備学習（予習・復習）等の内容と分量 Homework 

毎回、報告者を決め、報告者が論文の内容を解説し参加者全員でディスカッションする。事前に課題論文を読んでおくこと。 

Most of the readings will be drawn from recent research papers that are freely available on-line. A student will present the contents of a given 

paper to the class, and all students will be required to participate in discussing the same. 

成績評価の基準と方法 Grading System  

出席と授業への参加度合い、ディスカッションの内容などを中心に総合的に評価する。授業の最後にはレポートを提出してもらう。出席とレ

ポートのウエイトは５０％：５０％である。 

The class participation grade depends not only on regular attendance throughout the semester, but also on your final report. (Class attendance 

and participation = 50%; Report = 50%) 

テキスト・教科書 Textbooks 

講義指定図書 Reading List 

参照ホームページ Websites 

研究室のホームページ Website of Laboratory 

備考 Additional Information 

 


