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授業の目標（Course Objectives） 

ミクロ経済学とマクロ経済学の基礎理論を中心に、経済学の基本的な考え方を学ぶ。できるだけ数学を使わず、経済学のロジッ

クを理解できるようになることを目標とする。 

 

In this course, students will learn the basics of economic thinking with a focus on the fundamental theories of microeconomics 

and macroeconomics. The objective is to be able to understand the logic of Economics while using mathematics as little as 

possible. 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期ではまず経済学の成り立ちを概観した後、主にミクロ経済学の基礎を解説する。消費者行動、企業の費用分析といった伝

統的なテーマに加え、逆選択やモラル・ハザード等、近年重要性が増している情報の問題もとりあげる。そして市場経済の長所と

短所について考える。 

秋学期には主にマクロ経済学の基礎を学ぶ。国民経済計算の基本的な考え方を解説した上で、国民所得決定理論の代表的な

モデルを紹介する。短期の国民所得決定の問題に焦点をあてることで、なぜ失業や景気変動が生じるのか、といった問題を考え

る。そして最後に、1980 年代から現在に至る日本経済および世界経済の動向を展望する。 

 

法学部向け科目という性質上、経済学の予備知識は必要としない。また、理論の説明にあたっては考え方の直観的理解に重点

を置くため、数学が苦手でも特に問題はない。 

 

During the spring semester, the course will first survey the origins of Economics before primarily explaining the fundamentals of 

microeconomics. In addition to traditional topics such as consumer behavior and corporate cost analysis, we will also cover 

information economics such as adverse selection and moral hazards which have been increasing in importance in recent years. 

Next, we will think about the strengths and weaknesses of the market economy. 

During the fall semester, students will primarily learn the fundamentals of macroeconomics. After explaining the basic concept 

behind the System of National Accounts, we will introduce the basic models of national income decision theory. We will think 

about problems such as why unemployment and business fluctuations occur by focusing the spotlight on short-term national 

income decision problems. Finally, we will survey Japanese and global economic trends from the 1980s up to the present. 

 

Because this is a course for the College of Law and Politics, no background knowledge of Economics is required. Moreover, 

because the theory explanations will focus on an intuitive understanding of the way of thinking, students do not need to be 

particularly good at math. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 経済学の歴史(1) 

3. 経済学の歴史(2) 

4. 経済学の基礎概念 

5. 消費者行動と需要分析(1) 

6. 消費者行動と需要分析(2) 

7. 消費者行動と需要分析(3) 

8. 企業行動と費用分析(1) 

9. 企業行動と費用分析(2) 

10. 競争と市場形態(1) 

11. 競争と市場形態(2) 

12. 情報の経済学 

13. ゲーム理論 

14. 春学期まとめ 

15. 国民経済計算(1) 

16. 国民経済計算(2) 

17. 貨幣と金融(1) 



18. 貨幣と金融(2) 

19. 失業 

20. 45 度線モデル(1) 

21. 45 度線モデル(2) 

22. IS-LM モデル(1) 

23. IS-LM モデル(2) 

24. 財政政策と金融政策(1) 

25. 財政政策と金融政策(2) 

26. 現代の日本経済と世界経済(1) 

27. 現代の日本経済と世界経済(2) 

28. 秋学期まとめ 

 

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

基礎知識の積み重ねが重要となるため、毎回、講義用スライド資料の内容を復習すること。 

講義では特定の教科書は使用しないが、自習用の教材を希望する受講者のために、初回講義で各種テキストを紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。(毎週スライドを配布する) 

 

参考文献（Readings） 

講義中に適宜、紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 


