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政治・経済のまなび方

（2018 年 2 月 21 日現在）

※ この番組は、2018 年度の新作です。
※ 特別番組などのため、放送日や内容を変更 ･ 休止することがあります。
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−
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政治・経済

学習のポイント

「政治・経済」って難しいの？
世の中の動きに目を向けよう
ラジオで学んでいくにあたって

2 民主政治の成立

多数決には従わなくてはいけないの？…… 民主政治の条件、社会契約説
民主政治への歩み……………………… 法の支配、基本的人権の確立
政府と私たち…………………………… 国民主権、権力分立

3 現代の民主政治

私の声は政治に届くの？……………… 直接民主制と間接民主制
大衆民主主義の落とし穴……………… ファシズム、主権者の責任
世界の主な政治体制…………………… 議院内閣制と大統領制

4 日本国憲法の制定

憲法は何のためにあるの？…………… 立憲主義、憲法制定権力
日本国憲法の成立……………………… 大日本帝国憲法から日本国憲法へ
日本国憲法の基本原理………………… 基本的人権の尊重、平和主義、国民主権

5 基本的人権の保障

人権はなぜ大切なの？………………… 権利の意味、法の下の平等
自由権の内容…………………………… 精神の自由、身体の自由、経済の自由
社会権の内容…………………………… 生存権、教育を受ける権利、勤労の権利など

6 新しい人権

新しく人権は作れるの？……………… 環境権、プライバシーの権利など
人権を実現するための権利と義務…… 請求権、参政権、教育を受けさせる義務など
権利の対立と公正な解決……………… 公共の福祉

7 平和主義

憲法９条って知ってる？……………… 日本国憲法前文と第９条
平和主義の現在………………………… 日米安全保障条約と自衛隊
平和主義を取り巻く諸問題…………… 平和のうちに生存する権利、集団的自衛権など

8 国会と立法

国会議員は忙しいの？………………… 国会議員の活動
法律の制定過程………………………… 国会のしくみと立法過程
国権の最高機関………………………… 三権分立と国会の地位

9 内閣と行政

首相はどのように決まるの？………… 議院内閣制のしくみ
内閣と中央省庁………………………… 行政機関と官僚
行政改革の進展………………………… 政治主導への改革

10 裁判所と司法

逮捕されたらどうなるの？…………… 刑事裁判と三審制
国民の司法参加………………………… 司法制度改革と裁判員裁判
司法の独立……………………………… 司法権の独立と違憲審査権

11 地方自治

となりの町とルールが違う？………… 地域社会と条例
地方自治のしくみ……………………… 地方自治体と住民参加
地方自治と財政………………………… 地方自治と財政課題

12 戦後政治と政党

どんな政党があるの？………………… 政党の役割
55 年体制の時代… ……………………… 一党優位体制と利益集団
政権交代と政党………………………… 連立政権の時代

13 選挙と政治参加

投票に行きたい？……………………… 投票率と 18 歳選挙権
選挙のしくみ…………………………… 選挙制度の特徴と課題
世論と政治参加………………………… メディアと政治参加

14 国際関係と国際法

国際社会はどのように作られているか？…… 主権国家と国際社会
国際法と国内法の違いは？…………… 国際法の特徴と課題
さまざまな地域的組織や国際会議…… 国際社会における国家以外の主体

15 国際連合

集団的安全保障ってどのような考え方？…… 勢力均衡と集団的安全保障
国連ってどのような組織？…………… 国際連合の成立と組織
国連の現状を確認しよう……………… 国際連合に求められる役割

16 国際政治の動向

冷戦って何？…………………………… 冷戦の進展と終結
冷戦後の世界はどのようになっているか？…… 冷戦後の国際関係
国際政治の現状は？…………………… 現在の国際政治の特徴と課題

17

地球環境と
資源エネルギー問題

地球環境問題とはどのような問題か？…… 地球環境問題の内容
私たちの地球環境問題への取り組み… 地球環境保護への取り組み
持続可能な社会を作っていくために… 持続可能な社会の形成に向けた課題
ｰ 68 ｰ
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夏 期 講 座

7 月 30 日（月）～ 8 月 26 日（日）

高校講座全体から選んだ、復習のための再放送などを
科目の時間枠をはなれて集中的に放送します。

第１節
現代の資本
主義経済

18 資本主義体制の成立と発展

なぜ経済分野を学ぶのか？…………… 経済分野学習の意義
資本主義経済の成立と発展…………… 資本主義、社会主義、修正資本主義
現代経済の特質………………………… 豊かな社会、グローバル化と現代経済

19 家計・企業・政府

経済社会のプレーヤーは？…………… 家計・企業・政府
プレーヤーの数と活動………………… お金の使い道
経済活動の循環………………………… お金が結び付けるもの
企業のしくみと活動は？……………… 生産活動の特色
株式会社………………………………… 企業を大きくするために
現代の企業……………………………… どんな企業がいい企業？
もしも価格がなかったら？…………… 市場における価格の役割
市場メカニズム…………………………「見えざる手」のはたらき
市場の失敗……………………………… 市場でできないことは何だろう

22 国民所得と経済成長

経済活動を比較するためには？……… 国民所得の考え方
ＧＤＰの課題……………………………ＧＤＰにできること・できないこと
景気が悪いとどうなる？……………… 日本の景気と景気循環

10 / 6

23 金融のしくみと機能

金融って何？…………………………… お金の役割と金融のしくみ
日本銀行の仕事………………………… 金融政策って何をするの？
金融自由化……………………………… 便利になると不便が？

13

24 財政のしくみと機能

もしも政府がなかったら？…………… 税金について考えてみよう
財政の機能……………………………… 政府と企業のちがいは？
1000 兆円の借金… ……………………… 財政赤字と財政再建

25 日本経済のあゆみ

経済再建から高度成長へ……………… 経済復興と民主化、高度経済成長
オイル・ショック後の日本経済……… 安定成長、産業構造の転換
バブル経済とその崩壊………………… プラザ合意、バブル景気、平成不況

26 日本経済の現状

失われた十年…………………………… 不良債権、金融自由化
構造改革のもたらしたもの…………… 構造改革、格差の拡大
世界金融危機後の日本経済……………リーマン・ショック、東日本大震災

27 公害と環境保全

公害問題とは？………………………… 四大公害と裁判
公害に対する取り組み………………… 公害の規制と被害者の救済
環境を保全するために………………… 環境問題と循環型社会

28 消費者問題

消費者問題とは？……………………… 最近の主な問題商法
行政の取り組み………………………… 消費者を保護する行政
賢い消費者になろう…………………… 消費者の自立

29 農業 ･ 食料問題

日本の農業の今は？…………………… 日本の農業の現状
農業政策のあゆみ……………………… 農業政策と食料問題
これからの農業を考えよう…………… 農業の役割と課題

30 中小企業の現状と課題

中小企業とは？………………………… 中小企業の地位と現状
大企業と中小企業……………………… 経済の二重構造
魅力ある中小企業を調べよう………… 世界や国内で活躍する日本の中小企業

31 雇用と労働問題

労働問題って何？……………………… 労働問題の発生と日本の労働運動
労働者の権利を保障する法律………… 労働基本権と労働三法
雇用の変化のなかで起こっていること…… 雇用環境の変化と現代の労働問題

32 社会保障と福祉

社会保障は誰のためにある？………… 社会保障制度の発展と意義
日本の社会保障制度…………………… 日本の社会保障制度の内容
社会保障制度の課題は何か…………… 少子高齢社会と社旗保障制度

33 貿易と国際収支

自由貿易と国際分業……………………リカード、比較優位、リスト、保護貿易
為替……………………………………… 外国為替市場、円高と円安
国際収支のしくみ……………………… 経常収支、資本移転等収支、金融収支

34 国際経済体制の展開

IMF-GATT 体制…………………………ブレトンウッズ体制、固定為替相場制
国際通貨体制…………………………… 基軸通貨、ニクソン・ショック
プラザ合意と政策協調………………… 双子の赤字、G5、WTO

9/ 1
8
15

第２節

20 生産のしくみと企業

22

現代経済のしくみ

21 市場経済の機能と限界

29

11 / 3

第３節 日本経済の
発展と産業構造の変化

27

第２章 現代の経済

20

第４節 福祉社会と日本経済の課題

10
17
24
12 / 1
8

第５節
国民経済と国際経済

15
22

冬期 講 座
第５節
国民経済と
国際経済

第２章
現代の経済

1 / 12

12 月 24 日（月）～ 1 月 6 日（日）
※ 12 月 31 日～ 1 月 3 日はお休みです。

35 発展途上国の経済

高校講座全体から選んだ、復習のための再放送などを
科目の時間枠をはなれて集中的に放送します。

南北問題………………………………… モノカルチャー、UNCTAD
新興国経済……………………………… NIES、アジア通貨危機
南南問題………………………………… LDC、UNDP、HDI
ｰ 69 ｰ
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第３章

9

現代社会の諸課題

16
23
3/ 2

第２節 国際社会の諸課題

2/ 2

第１節 日本社会の諸課題

26

第５節
国民経済と
国際経済

第２章
現代の経済

19

春 期 講 座

36 地域主義とグローバリズム

地域統合の潮流………………………… 地域統合、EU
広がる FTA……………………………… FTA、EPA、TPP
グローバル化と国際資本移動…………グローバル化、リーマン・ショック

37

少子高齢社会において
社会保障はどうあるべきか？

まず、現在の社会保障のおおまかなしくみと、特色を理解しましょう。実は
給付の中心は、年金の費用なんです。そこで年金制度のあり方と、年金制度
が安定して続くための対策につながる少子化問題について考えてみましょう。

38

地域社会を活性化するには
どうすればよいか？

地方分権が進められているなか、人口減少や少子高齢化が進み地域社会そのもの
が維持できなくなっているところもあります。そのような現状のなかで、どのように
地域を活性化していくことができるのか、私たちができることは何か考えていきます。

39

どのようにして若者の
労働環境を改善するか？

若者を取りまく雇用環境の変化が、非正規雇用の増加や「ブラック企業」
の問題として起こっている現状を理解し、働く者の生きがいや生活の安定
といった視点をどのように実現していくのかについて考えていきます。

40

地球環境にやさしい
エネルギーをどう確保するか？

世界にはさまざまなエネルギーがあります。そのエネルギーも枯渇や地球環境への影響といっ
た問題を抱えています。この問題は私たち一人ひとりに関わってくるものです。
「地球環境にや
さしいエネルギーをどう確保するか」
、エネルギーをめぐる動向を確認しながら考えてみましょう。

41

経済援助は
貧困を削減できるか？

先進国と発展途上国との経済格差が課題となっています。これまで国際社会
は、飢餓や貧困問題に取り組んできました。そこでは政府の取り組みだけでなく、
民間の活動も期待されています。経済格差とその是正について考えてみましょう。

42

地球市民社会で
日本がなすべきことは何か？

一年間学んできたまとめとして、今日の日本が置かれた状況を確認し、
日本ができることは何か、国際社会から日本が求められていることは何
か、私たちはどのような生き方や在り方が求められているかを考えます。

3 月 4 日（月）～ 3 月 31 日（日）

ｰ 70 ｰ

高校講座全体から選んだ、復習のための再放送などを
科目の時間枠をはなれて集中的に放送します。

・

