
行 き た い 想 い が 加 速 す る

名大研究室の 扉  in 河合塾

第39回
経済学部

日　　時：10月11日●日  14：00～16：00
会　　場：河合塾 名古屋校

経済学から見た
           東京オリンピック延期

講 演 者：齊藤　 誠 教授
さいとう　   まこと

大学院生：・経済学研究科（社会経済システム専攻）

講演内容

内　容
①名大教員による最先端研究についての講演（60分）
②大学院生による大学生活や研究についての講演（30分）
③講演者や大学院生と参加者による懇談会（30分）

（経済学研究科）

今年の3月24日には、7月24日から開幕さ
れる予定であった東京オリンピックが新型コロ
ナウイルスの世界的な感染拡大で延期される

ことが決定されました。本講義では、経済学の観点からオリン
ピック延期を解剖してみたいと思っています。3月前半までの
延期を躊躇する状況とは、予定通りのオリンピック実施がもた
らす便益を参照点として、オリンピック延期でその便益が失わ
れることを恐れたからでしょう。一方、オリンピック延長を決断す
る背景は、実施予定のオリンピックが寸前に中止を余儀なくさ
れる損失を参照点として、それならオリンピックを延期した方が
損失を回避できると思ったからでしょう。この事例は、人々の意
思決定が参照点をどこに置くのかに依存して、全く逆の決定
がなされることを如実に示しています。本講義では、そんな意
思決定の深みを考察していきたいと思っています。

共催
中学生・

高校生・高卒生
保護者様対象

2020年度　第39回 経済学部

参加無料 要申込・
各回定員60名
※河合塾生以外の方でも
ご参加いただけます。

19-C52-318

①利用目的
・お申し込み手続き、および確認の連絡
・円滑なイベントの受付および当日の運営
・個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、

および各種アンケートなどによる資料作成協力の依頼
・教材・時間割の送付など授業運営
・学籍簿の作成や保護者会のご案内などの各種ご連絡ほ

かクラス運営（入塾の場合）なお、記入された「カナ氏名」
「生年月日」などの項目を利用して、河合塾グループが主
催する講習、模擬試験、イベントなどへのご参加の履歴
情報と結びつけ、進学や進路選定、および学校生活にお
役に立つ情報の提供をはじめとする河合塾グループから

の各種ご案内をさせていただくこともございます。
②個人情報提供の任意性

個人情報の提供は任意です。ただし、提供されない個人
情報がある場合、左記①の利用目的に記載の諸手続や
処理、またサービス提供など支障が生じる場合があります。
あらかじめご了承ください。

③個人情報の訂正・削除
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申
し出ください。速やかに必要な手続きをお取りいたします。

④個人情報の共同利用
「個人情報の取り扱いに関しての契約」を取り交わした
河合塾グループ内の法人（教育関連事業を営む学校法

人と株式会社）が河合塾グループからのご案内のため共
同利用します。共同利用する法人の範囲は河合塾グ
ループホームページをご覧ください。
www.kawaijuku.jp/privacy/#about_shared

⑤個人情報の取扱の委託
個人情報の取り扱いの一部または全部を、河合塾グ
ループ内の法人以外に委託する場合は、個人情報を適
切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、「個人
情報の取り扱いに関しての契約」を取り交わすとともに
適正な管理および監督を行います。

⑥ご自分以外の方の個人情報の提供
お客さまが、自分以外の方の個人情報を河合塾グルー
プに提供される際には、必ずその方から、お客さまが河合
塾グループに対してその方の個人情報を提供すること、
河合塾グループでの利用目的についてご同意いただい
たうえで、ご提供ください。

⑦中学生以下の方の個人情報の提供
ご本人が満14歳未満の方、もしくは幼児から中学生まで
のサービスで、個人情報を当グループに提供される際は、
必ずその保護者（法定代理人を含む）の方の同意のもと
でご提供ください。

⑧個人情報管理責任者
学校法人 河合塾 顧客情報管理部長

⑨個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
学校法人 河合塾 顧客情報管理部
　　0120-735-041
E-mail:kokyaku@kawai-juku.ac.jp 
受付時間：12：00～18：00

（日曜・祝日および12/31～1/3は受付を行いません）
＊お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへ

の対応のみに利用いたします。
＊正確な応対と対応品質向上のため、通話内容を録音させて

いただいております。

申込方法

当日のご案内

Web インターネット申込

お問い合わせ先

共催：国立大学法人 名古屋大学・学校法人 河合塾

0120-743-191 受付時間
10：00～18：00

受付開始：8/1（土）

●事前にお申し込みでない方は、入場をお断りします。
●講演開始10分前までに会場へお入りください。 ●筆記用具をご持参ください。
●会場は、校舎ロビー等の掲示板にてお知らせします。 ●ご来塾の際は、公共交通機関をご利用ください。

「個人情報の保護に関する事項」について 河合塾グループは、ご記入いただいた個人情報を厳重に取り扱い、適正な個人情報の管理を実施します。

●お子様のお名前・ご連絡先で登録・お申し込みください。 ●定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。

パソコン・スマートフォンから 
https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/tokai/meidai/

河合塾　名大研究室の扉

河合塾 名駅キャンパス 名古屋校 〒453-0015　
名古屋市中村区椿町2-1

Webでお申し込みいただけます。下記の「『個人情報の保護に関する事項』について」に
ご同意いただいたうえでお申し込みください。

※講演テーマは変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

講演会日時 学部 会場講演テーマ 講師

教  授 医学系研究科 河合塾　名古屋校9月20日●日  14:00～16:00 医学部
糖鎖研究から明らかになった
分子機能の精密制御機構 岡島　徹也第37回

おかじま　　  てつ  や

教  授 情報学研究科 河合塾　名古屋校10月  4日●日  14:00～16:00 文学部 意思決定を導く脳と身体 大平　英樹第38回
おおひら　　  ひで  き

教  授 経済学研究科 河合塾　名古屋校10月11日●日  14:00～16:00 経済学部 経済学から見た東京オリンピック延期 齊藤　　誠第39回
さいとう　　  　  まこと

年間スケジュール　※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に配慮して行います。また、今後の状況により中止になる場合もございます。

20-C52-328



2014～2019年度に渡って実施された「名大研究室の扉」では、各回の講演者の専門分野かつ最先端の研究内容や、大学院生の研究を志すきっかけ、
研究以外の学生らしい私生活のお話などについて講演していただきました。ここでは当時の懇談会で参加者から出た質問や感想をご紹介します。

模擬試験

共同制作

『名大魅力発見BOOK』を手に入れよう！
名古屋大学の教育の特長、独自プログラムからインタビュー
などの名大の魅力が詰まった冊子です。

過去の「名大研究室の扉 in 河合塾」の詳細をご覧になりたい方はこちら

河合塾　名大魅力発見BOOK

河合塾　イベントレポート

過去の「名大研究室の扉in河合塾」の様子

懇談会での質問（抜粋）
参加者の感想（抜粋）

ご請求いただいた方には、「名大研究室の扉 in 河合塾 EVENT REPORT 
BOOK」もセットでお送りします。

第39回 経済学部の講演者・大学院生の研究内容をご紹介します。

プロフィール
1960年、名古屋市に生まれる。
1983年、京都大学経済学部を卒業し、住友信託銀行に入社。
1992年、マサチューセッツ工科大学経済学部でPh.D.（博士
号）を取得。
ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダ）、京都大学、大阪大学、
一橋大学を経て、2019年より名古屋大学経済学部教授。
2001年、日経・経済図書文化賞、2007年、日本経済学会石
川賞、2008年、エコノミスト賞、2011年、全国銀行学術振興
財団賞、2012年、石橋湛山賞、2014年、紫綬褒章。

私は、次のような研究をしています。
１．豊富な資産を持つわずかな人 と々少額な資産を持つたくさんの人々が

いる場合に、どのような金融取引が起きるのか、その結果、金利や株価
がどのように決定されるのか、資産分配の不平等は是正されるのかを研
究しています。

２．めったに起きないけど、いったん起きたら大変な損害をもたらす災害、戦
争、疫病などのカタストロフィックなイベントが経済全体にどのような影響
を及ぼすのかを研究しています。

３．古今東西、人類が金融についてどのような歩みをしてきたのかを研究し
ています。

大学や特に大学院はあまり関わる機会が

少ないので、大変参考になりました。
                                            （高1生） 

専門的な話題をわかりやすく

説明してくださり、

おもしろかったです。（高3生）

経済学に対するイメージが

大きく変わりました。経済学や

大学院は何をするか深く

知ることができました。 （中学生）

　

経済は数学的な部分があることに驚きました。

私はまだ何も決まっていないので、もっと

知るようにしようと改めて感じました。（高2生）

自分の思っていた経済学とは

違う分野も知ることができ、

よかったです。（高卒生）

●将来の進路や就職状況について

●学部・大学院での研究の違い

●日本と外国の経済についての
　考え方の違い

●経済学における
　数学の必要性について

●経済・経営・商学部の違いに
　ついて

●高校生のときにやっておけば
　良かったことは何か

●大学院の院試について

　　　　　　　　　etc...

2000年以降、日本では従来の伝統的金融政策とは異なる

非伝統的金融政策が取られてきました。その１つでもあるマイ

ナス金利政策は金融機関の収益低下をもたらすなどの副作用

が存在します。実際にマイナス金利政策が人々の期待にどの

ような影響を与えたのかということについて、計量経済学の手

法を用いて実証分析を行い、それによってマイナス金利政策継

続の妥当性の有無を明らかにすることが目標です。

（名古屋大学　経済学部出身）

地方創生を推進するためには、統計データを用いた地域
分析が不可欠です。そこで私は、統計データの整備と、統計
データを用いた分析手法の開発を行っています。具体的に
は、イベントなどの経済波及効果を推計するために用いられ
ている「産業連関表」と呼ばれる統計表の市町村単位の
バージョンを作ったり、生産性・効率性の推定を行うための統
計学的な分析手法を開発したりしています。そしてこれらの
統計データや分析手法を用いて、どのような政策が地方創
生に有効かを分析しています。

（名古屋大学　経済学部出身）

齊藤　誠 教授 研究トピックス

大学院生 経済学研究科（社会経済システム専攻）研究内容 大学院生 経済学研究科（社会経済システム専攻）研究内容

経済学部はいろいろな

勉強ができて、選択肢が

広いと思いました。
 （高卒生）

院生の方の話はとても

興味深くわかりやすかった

です。進路決定への参考に

なりました。（高卒生）


