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授業科目名 経済Ⅱ 科目コード 384 

開講クラス 公務員科 コース  2年制課程 学 年 2年 

担当教員 

大脇 宏一郎 

実務経験教員（ 有 ・ 無 ） 

実務経験内容 

 

 

開講時期 

1コマ 50分 

前期・後期・通年・特別講義・その他 授業コマ数 64コマ 

必 須 ・ 選 択 ・ 選択必須 時 間 数 64時間 

使 用 

テキスト１ 

書 名 テキスト 経済 

著 者 資格の大原 公務員講座 

出版社 大原出版株式会社 

使 用 

テキスト２ 

書 名  

著 者  

出版社  

参考図書  

授業形態 講義 ・ 演習 ・ 実習 ・ 実験 ・ その他（       ） 

＜授業の目的・目標＞ 

 公務員試験の 1次試験に合格する力を身に付ける 

 

 

＜授業の概要・授業方針＞ 

2年制課程なので授業進度はゆっくり進み、鹿児島市中級試験の専門試験に対応できる 

ような専門知識も身に付けさせる。 

 

＜成績基準・評価基準＞ 

 普段の授業態度や提出物の状況、小テストの成績 

 前期末テストの結果 

 

＜使用問題集・注意事項＞ 

実戦問題集 経済（大原出版株式会社） 

公務員過去問演習はプリントを使用 

 

＜授業時間外に必要な学修内容、関連科目、他＞ 
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授業科目名 経済Ⅱ 

回 授 業 内 容 備 考 

1 P.112～114 第 11章 市場均衡と余剰分析① テキスト 

2 P.114～116 第 11章 市場均衡と余剰分析② テキスト 

3 P.117～119 第 11章 消費者行動① テキスト 

4 P.120～121 第 11章 消費者行動② テキスト 

5 P.122～125 第 11章 企業行動 テキスト 

6 P.126～127 第 12章 45度線分析 テキスト 

7 P.128～129 第 12章 IS-LM分析① テキスト 

8 P.130～133 第 12章 IS-LM分析② テキスト 

9 P.3～16 問題１～８ 実戦問題集 

10 P.17～28 問題 9～16 実戦問題集 

11 P.29～38 問題 17～24 実戦問題集 

12 P.39～48 問題 25～32 実戦問題集 

13 P.49～58 問題 33～39 実戦問題集 

14 P.59～68 問題 40～45 実戦問題集 

15 P.69～84 問題 46～54 実戦問題集 

16 公務員試験過去問演習① 中級試験対策 プリント 

17 公務員試験過去問演習② 中級試験対策 プリント 

18 公務員試験過去問演習③ 中級試験対策 プリント 

19 公務員試験過去問演習④ 中級試験対策 プリント 

20 公務員試験過去問演習⑤ 中級試験対策 プリント 

21 公務員試験過去問演習⑥ 中級試験対策 プリント 

22 公務員試験過去問演習⑦ 中級試験対策 プリント 

23 公務員試験過去問演習⑧ 中級試験対策 プリント 

24 公務員試験過去問演習⑨ 中級試験対策 プリント 

25 公務員試験過去問演習⑩ 中級試験対策 プリント 

26 P.87～92 問題１～８ 実戦問題集 

27 P.93～102 問題 9～18 実戦問題集 

28 P.103～112 問題 19～25 実戦問題集 

29 P.113～118 問題 26～32 実戦問題集 

30 P.119～126 問題 33～41 実戦問題集 

31 P.127～138 問題 42～53 実戦問題集 
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回 授 業 内 容 備 考 

32 P.139～148 問題 54～65 実戦問題集 

33 P.149～158 問題 66～75 実戦問題集 

34 P.159～168 問題 76～84 実戦問題集 

35 P.169～176 問題 85～91 実戦問題集 

36 P.177～186 問題 92～96 実戦問題集 

37 P.187～198 問題 97～104 実戦問題集 

38 公務員試験過去問演習 1 プリント 

39 公務員試験過去問演習 2 プリント 

40 公務員試験過去問演習 3 プリント 

41 公務員試験過去問演習 4 プリント 

42 公務員試験過去問演習 5 プリント 

43 公務員試験過去問演習 6 プリント 

44 公務員試験過去問演習 7 プリント 

45 公務員試験過去問演習 8 プリント 

46 公務員試験過去問演習 9 プリント 

47 公務員試験過去問演習 10 プリント 

48 公務員試験過去問演習 11 プリント 

49 公務員試験過去問演習 12 プリント 

50 公務員試験過去問演習 13 プリント 

51 公務員試験過去問演習 14 プリント 

52 公務員試験過去問演習 15 プリント 

53 公務員試験過去問演習 16 プリント 

54 公務員試験過去問演習 17 プリント 

55 公務員試験過去問演習 18 プリント 

56 公務員試験過去問演習 19 プリント 

57 公務員試験過去問演習 20 プリント 

58 公務員試験過去問演習 21 プリント 

59 公務員試験過去問演習 22 プリント 

60 公務員試験過去問演習 23 プリント 

61 公務員試験過去問演習 24 プリント 

62 公務員試験過去問演習 25 プリント 

63 公務員試験過去問演習 26 プリント 

64 公務員試験過去問演習 27 プリント 

 


