
【教員氏名】

荒木 英一

・研究室：聖アンデレ館11階1125号室

・オフィスアワー：月曜日5限

・メールアドレス：araki@andrew.ac.jp

【単位数】

2 単位

【授業形態】

『講義』『パソコン実習』

【講義・演習概要】

This is an introductory course of econometrics with a special focus on the present-da

y Japanese economy. The first four classes will be dedicated to elementary lectures o

f econometrics. Then we will choose some topics on the Japanese economy for each of w

hich I will give you a general explanation and you will carry out an econometric anal

ysis according to my guidance. 

【学習（到達）目標】

The purpose of this course is to cultivate your understanding of the Japanese economy

 and to provide you with some general analytical techniques through the practice of s

tatistical analyses.

【講義・演習計画】

第1回：An introduction to statistics (1)

第2回：An introduction to statistics (2)

第3回：Linear regression (1)

第4回：Linear regression (2)

第5回：Analysis of GDP statistics

第6回：The convergence hypothesis

第7回：Trade surpluses and Japan's economy

第8回：Statistical test (1)

第9回：Statistical test (2)

第10回：Characteristics of the Japanese financial system (1)

第11回：Characteristics of the Japanese financial system (2)

第12回：Structural changes in the Japanese economy (1. Employment practice)

第13回：Structural changes in the Japanese economy (2. Gap between rich and poor)

第14回：Structural changes in the Japanese economy (3. Technical progress)

第15回：Final examination and Summary

【成績評価の方法】

試験評価：60％ その他：40％

Evaluation is based on test (60%) and attendance (40%).

【参考文献】

Handouts will be provided through Moodle (CMS, a Course Management System):  https://

sun.andrew.ac.jp/ 

The past materials can be browsed in my website: http://rio.andrew.ac.jp/araki/ 

【事前および事後学習の指示（事前学習 30 時間 事後学習 30 時間）】

Review the handout carefully to prepare the next lecture.

【教員氏名】

井田 憲計

・研究室：聖アンデレ館11階1110号室

・オフィスアワー：金２限

・メールアドレス：ida@andrew.ac.jp

【単位数】

2 単位

【授業形態】

『講義』『実務経験のある教員による授業①』（シンクタンクにおける統計分析の経験を講義に

活用する）

【講義・演習概要】

記述統計(＝統計データの整理と記述の方法)について概説し、推測統計(＝確率の考えをもと

に、標本から母集団の特性を推論する方法)の基礎的な考え方について、講義を進めていく。

「統計学総論Ⅰ」と「統計学総論Ⅱ」では、大きな流れはどちらも共通しており、Ⅰで充分

に扱えないトピックスをⅡで扱う。

【学習（到達）目標】

記述統計の知識と推測統計の考え方、これらについての理解を深めることを目標とする。この

ためには、各自の自習時間にパソコンも活用して教科書の例題などの課題にも挑戦していただく

予定だが、決して難しい作業ではない。「統計(学)的な物の考え方」は、今後社会に出てからも

あらゆる場面できっと役に立つものであろう。

【講義・演習計画】

第1回：ガイダンス

 （各回の順序は理解度に応じて入れ替えることがある）

第2回：記述統計と推測統計

第3回：代表値（平均値、中央値、 頻値）

第4回：ちらばりの指標（分散、標準偏差）

第5回：偏差値

第6回：度数分布とヒストグラム

第7回：確率

第8回：正規分布

第9回：母集団と標本

第10回：推定と検定

第11回：平均の区間推定

第12回：比率の区間推定

第13回：平均に関する検定

第14回：相関係数

第15回：試験およびまとめ

【成績評価の方法】

試験評価：40％ レポート：30％ その他：30％

2022年度春学期は、学期末の定期試験（教室でのペーパーテスト）期間が設けられない。

そこで本講義の[試験]（配分40％）では、Web試験の形で計算問題を中心に主要テーマの理解

度を測る。

[中間レポート](配分30％)は複数テーマから数枚の分量で学期途中に一回実施。

[各回の理解度を確認する小テスト](配分30％)も毎回実施する。

【テキスト】

金子治平・上藤一郎編:『よくわかる統計学－Ｉ基礎編－(第2版)』(ミネルヴァ書房)

(￥2600+税)

【参考文献】

郡山彬+和泉澤正隆=著『統計・確率のしくみ(入門ビジュアルサイエンス)』日本実業出版社(税

込￥1365) ISBN:978-4534026620

【事前および事後学習の指示（事前学習 30 時間 事後学習 30 時間）】

教科書の練習問題等での予習・復習を中心に、空き時間等を利用して積極的に課題に取り組むこ

とが求められる。

科目名 クラス 講義区分 科目名 クラス 講義区分

統計学総論Ⅰ ＜春＞

曜時

日6

曜時

経済学特講-現代日本経済の統計分析 ＜秋＞

科目ナンバリング

ECON2400

科目ナンバリング

ECON1550


