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授業の目標（Course Objectives） 

この講義では、現代社会を取り巻くさまざまな経済問題とかかわらせながら、ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎を学びます。経

済をミクロ視点、マクロ視点の両面から見ることの意義を理解し、具体的な問題にアプローチしてそれらを分析する力を養いま

す。 

 

In this lecture students learn the fundamentals of microeconomics and macroeconomics while considering a variety of economic 

problems that face modern society. Understand the significance of looking at the economy from both the micro and macro 

viewpoints and gain the ability to approach and analyze specific problems. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、いずれも春学期に行われる「初級マクロ経済学１」「初級ミクロ経済学１」を受講します。それゆえ、1 週間に 2 度授

業が行われるので注意してください。 

「初級マクロ経済学１」では、マクロ経済指標の意味と内容を理解するとともに、GDP などがどのように決まり、失業はなぜ生じる

のか、また金融財政政策の理論的基礎はどこにあるのかといった課題について体系的に扱います。 

「初級ミクロ経済学１」では、市場における需要と供給の作用がどのように商品の価格や取引数量を決定しているのか、またその

時に消費者や生産者の厚生がどのようになるのかなどについて考えるとともに、政府の諸規制や税が経済に与える影響につい

て学びます。 

 

This class is taken by students who attended Introductory Macroeconomics 1 and Introductory Microeconomics 1, both held 

during the spring semester. In addition to that, be aware that this class is held twice a week. 

In Introductory Macroeconomics 1 students gain an understanding of the meaning of macroeconomic indicators and their 

contents while such problems as how the GDP and other measures are determined, why unemployment occurs, and where is 

the theoretical basis for monetary and fiscal policy are addressed systematically. 

In Introductory Microeconomics 1 students learn how the supply and demand actions in the market determine the product price 

and transaction volume, how that affects the formation of consumers and producers, and what impact the various regulations 

and taxes, etc., of the government have on the economy. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. マクロ経済学：ガイダンスとイントロダクション 

2. マクロ経済学：経済学の歴史とマクロ経済学 

3. マクロ経済学：GDP を理解する１ 

4. マクロ経済学：GDP を理解する２ 

5. マクロ経済学：消費や投資などの決まり方１ 

6. マクロ経済学：消費や投資などの決まり方２ 

7. マクロ経済学：消費や投資などの決まり方３ 

8. マクロ経済学：所得水準の決まり方１ 

9. マクロ経済学：所得水準の決まり方２ 

10. マクロ経済学：利子率の決まり方１ 

11. マクロ経済学：利子率の決まり方２ 

12. マクロ経済学：利子率の決まり方３ 

13. マクロ経済学 IS-LM 分析１ 

14. マクロ経済学：IS-LM 分析２ 

15. ミクロ経済学：オリエンテーション  

16. ミクロ経済学：市場における需要と供給の作用 

17. ミクロ経済学：弾力性とその応用 

18. ミクロ経済学：需要、供給、および政府の政策 

19. ミクロ経済学：消費者、生産者と市場の効率性 

20. ミクロ経済学：課税の費用 



21. ミクロ経済学：国際貿易１ 

22. ミクロ経済学：国際貿易２ 

23. ミクロ経済学：外部性 

24. ミクロ経済学：公共財と共有資源 

25. ミクロ経済学：税制の設計 

26. ミクロ経済学：生産の費用 

27. ミクロ経済学：競争市場における企業 

28. ミクロ経済学：まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

マクロ経済学もミクロ経済学も理論を扱うため、知識の積み重ねが重要である。毎回の講義についてテキストの当該部分を読ん

でおくこと、また当日の内容を十分時間をかけて復習すること。そのほか、受講の準備や進め方については、初回の授業に出席

したり、各教員に確認すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト 初級マクロ経済学 1(40%)/最終テスト 初級ミクロ経済学 1(40%)/両授業のリアクションペーパー、小テストなど(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 中谷巌、2007、『マクロ経済学入門 第 2 版（日経文庫）』、日本経済新聞社 (78-4-532-11030-7) 

このテキストは 初級マクロ経済学１ で利用します 

初級ミクロ経済学１のテキストについては、初回授業時に指示します 

 

参考文献（Readings） 

1. N・グレゴリー・マンキュー、2013、『マンキュー経済学Ⅰ ミクロ編』、東洋経済新報社 

2. 神取道宏、2014、『ミクロ経済学の力』、日本評論社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


