
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マクロ経済学 
について調べる 

【ss-028】 

「Paste（ぱすて）」とは？ 

ぱっと分かって、すっと頭に入る、テーマ別調べ方ガイドです。みなさんの学習をサポー

トする、総合図書館ラーニング・サポーター（LS）による作成です。レポート作成の際など

にお役立てください 

 

発行： 2021 年 2 月 1 日 大阪大学総合図書館 

作成： 総合図書館 LS （経済学研究科・国際公共政策研究科） 

★ 関連キーワード 

・経済成長 

・景気循環 

・所得分配 
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１－１． 「マクロ経済学」とは？ 

経済学の基礎となるプログラムはミクロ経済学、マクロ経済学、計量経済学によって構成されている。この

うちマクロ経済学とはおおまかに言えば国全体の営みを分析する学問であり、「いかにして経済が成長す

るのか」、「なぜ好景気や不景気があるのか」を研究対象としている。また、マクロ経済学の他の重要な研

究対象として「どのようにしたら経済をよりよくすることができるのか」、「増えた富をどのように分配するの

が望ましいのか」というものがあり、政策科学としての側面も持ち合わせている。 

１－２． 学習するにあたってのポイント 

学部レベルで習うマクロ経済モデルでは、現実のデータの動きを直観的に説明することが主な目的となっ

ており、その説明にはグラフや恒等式を用いることが多い。そのためグラフや恒等式の変化がなぜ起こる

のかを考えるよりも、そのモデルの背景となっているデータがどのように動いているのかに注目したほうが

理解につながると思われる。大学院レベルのマクロ経済学では、ミクロ経済学の知識を用いて、学部レベ

ルで説明されなかったグラフや恒等式のより緻密なモデル化を学ぶ。 

１－３． 一般向けに書かれた資料・読み物 

 経済学を味わう : 東大 1、2年生に大人気の授業 / 市村英彦 [ほか] 編 

マクロ経済学だけではなく、経済学各分野の最先端でどのような研究がなされているかがオムニバス

形式で易しくまとめられている。経済学の基礎部分は数式ばかりで無味乾燥であるが、どのような研

究ができるようになるかを知れば、経済学を学ぶモチベーションになるだろう。 

 【書誌 ID= 2004496774】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||ICH 

 

 

 

２－１． 経済学を学ぶのに役立つ数学資料 

 経済学で出る数学 : 高校数学からきちんと攻める/ 尾山大輔, 安田洋祐編著 （改訂版） 

経済学を学ぶために必要な数学（線形代数や解析）が解説されている。この本に書かれている数学を

理解していれば、大学１、２年生の授業への理解が捗ると思われる。 

 【書誌 ID=2004309415】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331.19||OYA 

 

本格的に経済学を学ぶためにはより幅広い数学の知識が必要になるが、それらについては微分積分

や線形代数についてのパスファインダーを参照。 

２－２． 最初に読むべき資料： マクロ経済学入門 

 マクロ経済学入門 / 二神孝一著 （第 3版） 

阪大をはじめ、多くの大学で採用されているマクロ経済学の入門用テキストとなっている。マクロ経済

学の重要なデータやモデルがコンパクトにわかりやすくまとまっており、マクロ経済学を学ぶ第一歩と

 １．イントロダクション 

 ２．学習用資料 
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して適している。 

 【書誌 ID=2004419145】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||FUT 

 

 マクロ経済学 / 齊藤誠 [ほか] 著 （新版） 

上掲『マクロ経済学入門/ 二神孝一著 （第 3 版）』よりも幅広いトピックをカバーしており、読み物とし

てだけではなく、学部入門から中級レベルの辞書としても用いることができる。 

 【書誌 ID=2004392911】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||SAI 

【書誌 ID=MC00238375】 電子ブック 

 

 マクロ経済学 : アセモグル/レイブソン/リスト / ダロン・アセモグル, デヴィッド・レイブソン, 

ジョン・リスト著 ; 岩本千晴訳 

入門書でありながら最新のマクロ経済のデータだけではなく、最先端の研究者がどのような事象に関

心を持っているかを知ることができるため、難しい数式を使わずに、より深くマクロ経済学を学びたい

方におすすめ。 

 【書誌 ID=2004465171】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||ACE 

【書誌 ID=MC00119436】 電子ブック 

２－３． 次に読むべき資料： マクロ経済学中級 

 マクロ経済学 / 二神孝一, 堀敬一著 （第 2版） 

大学院レベルで習うミクロ的基礎付けのあるマクロ経済モデルを丁寧に解説している。学部レベルか

ら大学院レベルのマクロ経済学への橋渡しとして適切な教科書。 

 【書誌 ID=2004419192】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||FUT 

 

 動学マクロ経済学へのいざない / 蓮見亮著 

こちらも大学院レベルのマクロ経済学への橋渡しとして優れた教科書。景気循環をテーマとするモデ

ルを中心にまとめており、解析的な解き方だけでなく、コンピュータを用いた数値計算による解き方も

カバーしている。 

【書誌 ID= 2004499540】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||HAS 

２－４． さらに深く学びたい方へ： マクロ経済学上級 

 Advanced Macroeconomics / David Romer （5th ed） 

経済成長モデルを中心にまとめられている。次に挙げるような日本語訳版も出ており、大学院で習う

マクロ経済を習得するには適切な一冊。 

 【書誌 ID=2004469390】 経資 331||ROM 

 

 上級マクロ経済学 / デビッド・ローマー著 ; 堀雅博, 岩成博夫, 南條隆訳 （原著第 3版） 

上掲『 Advanced Macroeconomics / David Romer』の日本語訳版である。第 3 版までの訳本しか出て

いないが、上級マクロ経済学で重要な要素はカバーされている。 

【書誌 ID=2004169081】 総合図-A 棟 3 階 学習用図書 331||ROM 
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 Recursive methods in economic dynamics / Nancy L. Stokey and Robert E. Lucas, Jr. ; with 

Edward C. Prescott 

大学院のマクロ経済学で用いられる動学最適化について丁寧に解説している。マクロ経済学を専門

的に学びたい人や海外大学院で経済学を学ぼうと考えている人におすすめ。 

【書誌 ID=2000758456】 総合図-書庫棟 研究用図書 331.19||STO 

２－５． 最新情報が確認できる資料： 主要雑誌・年鑑・Web ページ 

研究テーマに困ったらここで紹介する２つを読むのがいいかもしれない。 

 Journal of Economic Perspectives 

近年の経済学研究のレビュー論文をまとめた学術雑誌。学術雑誌だが、一般向けに書かれており、

難しい数式なしに、各トピックの問題点や最新研究がまとめられている。 

【書誌 ID=OJ00026999】 電子ジャーナル 

 VOX, CEPR POLICY PORTAL （https://voxeu.org/） 

経済学研究の普及を目的とした民間機関が様々な経済の研究をコラム形式で紹介している。 

 

 

 

３－１． 一次資料類： 史料集・全集・統計集・ファクトデータ集 

 The World Bank Data Catalog （https://datacatalog.worldbank.org） 

世界各国のマクロデータが公開されている。WEB 上でも見やすく、データを探しやすいように工夫され

ている。WEB 上でデータの比較も可能なため、ダウンロードせずに経済統計の動きを見ることもできる。 

 SSJDA （https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp） 

東京大学社会科学研究所が公開しているデータアーカイブ。日本に関するアンケートデータなどが公

開されており、多くのデータが学部生でも申請することで利用可能となっている。 

３－２． レポート・論文の書き方、学び方、引用・参考文献の書き方 

 論文の教室 : レポートから卒論まで / 戸田山和久著 （新版） 

大学１年生向けに論文やレポートの書き方を解説した本。学部１、２年時のレポートだけではなく、卒

論の執筆にも役立つことがふんだんに盛り込まれている。 

 【書誌 ID=2004246394】 総合図-A 棟 4 階 学習用図書 816.5||TOD 

 The elements of style / by William Strunk Jr. ; with revisions, an introduction, and a chapter 

on writing by E.B. White （4th ed） 

英語でレポートを執筆される方向け。 

【書誌 ID=2004014314】 総合図-A 棟 4 階 学習用図書 836||STR 

 ３．レポート・論文執筆用資料 

図書名・雑誌名の後ろに「書誌 ID」（１０桁の数字）の記載が

あるものは大阪大学で所蔵しています。この１０桁の数字で

大阪大学 OPAC（蔵書検索システム）が検索できます。 

本文中で紹介している図書・雑誌について 

https://voxeu.org/
https://datacatalog.worldbank.org/
https://csrda.iss.u-tokyo.ac.jp/

