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学部教育のデジタルコンテンツ 

• これまで学部教育に必要と思われる教材を組織的
に作成した。 
1. 31,800題以上のクイズコンテンツ 
2. 精選した300題の解説集 
3. 経済学コア6（1,200問など、学習マラソン：365問） 

• 確かに、個別の教員が利用しているが、それ以上
の活用に広がりがない。 

• それはなぜか？ 
• 全国の経済学部で求められているコンテンツは？ 
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1. クイズ（5択式設問） 
• LMS 自学自習システム 
  繰り返し学習用のクイズ 
  2005 
 「経済学基礎知識1000題」 
  2007 
 「政策学基礎知識1000題」 
 
 → 31,800題 

 
• 「学びの広場」 
 http://noc.ngu.ac.jp/OpenCourse/ 
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サンプル 



2. 解説集 
『経済学部生のための 
    基礎知識300題』 
• 冊子   V1                           V2 
                     2009                        2012 
 

 
• PDF 

 
• ビデオクリップ 

 
• 電子書籍化 
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サンプル 



3. 経済学コア6 
• 身近なトッピクスを経済学として考える教材 
• 6つの視点 

1. 経済理論 
2. 経済政策 
3. 経済事情 
4. 経済史 
5. データ処理 
6. 法制度 

• 毎月60題を出題 
• 2年間で学士力の 
  基礎を確立 
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サンプル 



コンテンツ作成と相互活用 

1. コンテンツ作成と活用 → 成功 

• 授業との連動が最も重要 

 → 教員が作成し、学生にインセンティブを付与 

• 汎用性の高い基礎的内容 

• 授業内容に偏る傾向あり 

2. コンテンツの相互活用 → 課題 
• クイズは他人でも使いやすい 
• マクロ・ミクロ経済学など複数教員による科目以外で
は、相互活用事例は少ない。 → コア6へ 

• 他人のテキストは使いづらいので、教材のエレメント
化（→ 300題へ） 
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経済学部が求めるコンテンツは？ 
• 例：主要マクロ経済指標のデータ系列 

1. 日経平均株価 
2. 為替レート 
3. 完全失業率 
4. 消費者物価指数 
5. 基準割引率（公定歩合） 

• なぜニーズがあるか？ 
• 日本銀行や総務省統計局が公表している最新データで
も、授業前に確認が必要 

• データの整理に手間がかかる（サイトの場所、データ
形式、データの整合性など） 
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ICT活用での負のスパイラル（例） 
今の学生は、自宅にPC（Excel）はある。 
最新の経済データからグラフを作成して教えたい。 
しかし、 

• 前回はデータ入手の手順書も準備をしたが、 
• 半年前の授業から経済データは更新されているので、
追加する必要がある… 

• サイト自体も更新されている… 
• データ形式もまちまち（Excel, CSVなど）で、パソコン
実習は面倒… 

• 今回は諦めよう… 
• やはり整理さた教材データがあれば・・・ 
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教材データDLサイトの構築 
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提供 

・主要経済データ（教材） 

・解説PDF 

http://www2.ngu.ac.jp/economic300/index.html 



日経平均株価 #081 
• 主なデータ入手先：日本銀行 
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■データの統一 
 1970年からの月次データ 
 42年×12ヶ月＝502 



為替レート #082 
• 主なデータ入手先：日本銀行 
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■データの統一 
 1970年からの月次データ 
 42年×12ヶ月＝502 



消費者物価指数 #083 
• 主なデータ入手先：総務省統計局 
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■データの統一 
 1970年からの月次データ 
 42年×12ヶ月＝502 



完全失業率 #247 
• 主なデータ入手先：総務省統計局 
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■データの統一 
 1970年からの月次データ 
 42年×12ヶ月＝502 



政策金利 #129 
• 主なデータ入手先：日本銀行 
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■データの統一 
 1970年からの月次データ 
 42年×12ヶ月＝502 



基本データとグラフ描画 
• 専門科目（対面講義）での活用 

• マクロ経済学, 金融論, 国際経済学, 労働経済学, 日本経
済論 など 

• いずれの大学でも開講 
• 実際の経済データでグラフ描画 

• 与えられたグラフでなく、データから自分で描く（学
習の動機付け） 

• 描画のTips（為替レート、CPI） 
• 整理されたデータの使途 

• 2系列の同時表示 
• 散布図 
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2系列での描画サンプル 
同じ月次データで整理したので、下図も作成可能 
 
株価と為替    失業率と物価 
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コンテンツ タイトル 媒体／メディア 

A 
 
5択式設問 

「経済学基礎知識1000題」（2005） 
「政策学基礎知識1000題」（2007） 
 → 31,800題 
 
＊繰り返し学習用のクイズ 

Web 
- CCS 
 ・自学自習システム 
- 「学びの広場」 
 ・93問 

B 
 
解説集 

『経済学部生のための基礎知識300題』
（2009） 
『経済学部生のための基礎知識300題 

ver.2』（2012） 
 
＊Aから精選し、自習用の解説テキスト 

冊子（各2,500部） 
Web 
- PDF 
- ビデオクリップ 
電子書籍 

C 
 
経済データ 

日経平均株価（#081），為替レート
（#082），完全失業率（#247），消費者物
価指数（#083），基準割引率（公定歩合） 
（#129） 
 
＊Bで解説した描画実習用の経済データ 

Web 
- CSVデータ（毎年2月
／8月に更新予定） 

学部用 教材コンテンツ（まとめ） 
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http://www2.ngu.ac.jp/economic300/ 

『経済学部生のための基礎知識300題 ver.2』 

新冊子 
・2012年3月発行 
・自習用教材 
・1年、2年生に配付 
・全国722大学へ送付 

データ表現技法 
・ノートパソコンでのExcel実習 
・経済データのグラフ描画練習 
・サイトからデータのダウンロード 

経済データ（#解説） 
1. 日経平均株価 #081 
2. 為替レート #082 
3. 完全失業率 #247 
4. 消費者物価指数 #083 
5. 基準割引率（公定歩合）#129 

電子書籍 
インストール 

Ver.1 
2009年2月発行 

CCSの自学自習システム 
「経済学基礎知識1000題」 

専門科目 
・マクロ経済学 
・金融論 
・国際経済学 
・労働経済学 
・日本経済論 
       … 

 
 
・経済データに関する自学自習 

解説ビデオクリップ：300本 

講義 実習 

学生用 
ノートPC 

CCS2.0の自学自習 
経済グラフに関する設問 
→ 「学びの広場」（更新） 

2009 
教育GP 

2006 
特色GP 

http://noc.ngu.ac.jp/OpenCourse/ 

CCSの自学自習 
→ オープン化 

新Webサイト 

最新PDF版の提供 
書籍の修正情報 

主要経済データ（教材）提供 



経済学コア６ 

多 
 

様 
 

化 
 
 

↓ 

経済学教育のコア 
（学士力の養成） 

 『経済学部生のための基礎知識300題』 

ビデオクリップ 

 
講 義 

学 
 

生 

教材作成室 

講義ビデオ 

復習用 

授業公開／FD活動 

クロスメディア
サーバー 

       【CCS】 
授業連絡 
シラバス 
授業支援 
・レポート 
・小テスト 

・授業アンケート 
・電子アナライザ 

自学自習 
関連設問 

CCS2.0 （Service）    

教授会 



経済学教育における情報教育のガイドライン 
【到達目標】 

 経済事象および経済学の理論、歴史、政策の理解を深めるために、経済データの収集・整
理と情報処理・分析を行い、情報倫理の重要性を理解し、自分の意見を発表できる。 

【到達度】 

 ① 情報検索ツールを用いて文献やデータ・資料などを検索し、情報の信頼性を識別し、
必要な情報を収集できる。 

 ② 取得した一次情報を用いて、学習目的に沿って情報を整理・加工処理できる。 

 ③ 加工した情報を、アプリケーションソフト（表計算、統計ソフト、プレゼンテーショ
ンツール等）を用いて、簡単な統計的な分析と情報倫理に配慮した発表ができる。 

【教育内容・教育方法】 

 ①は、実習・講義・演習の授業で、Web検索エンジンなど情報検索ツールの使い方や、出
所が明記されている適切なデータベースなど情報やデータの所在を探索させ、具体的に情
報機器を用いて情報検索・収集をさせる。 

 ②は、実習・講義・演習の授業で、収集した一次情報の意味を理解し、分析に必要な資料
やデータの形にするために、情報の整理や加工の仕方、グラフや表の作成などを指導する。 

 ③は、実習・講義・演習の授業で、表計算や統計分析のソフト、プレゼンテーションツー
ルなどの技法と表現を教える。経済的な事例を使って学生に経済学及び経済に対する興味
を持たせる教育を行う。また、剽窃や著作権、個人情報に関する情報倫理の適切な指導を
行う。 
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「私立大学情報教育協会」のサイトより引用 



学士力の考察：到達目標 

1.  日常の経済現象や経済全体の基礎的な考え方や

理論を理解できる。 

2.  経済の歴史や制度を理解し、資料を援用して、

経済情勢を分析することができる。 

3.  経済政策の基礎的な用語や考え方を理解し、経

済政策の重要性を理解できる。 

4.  経済データの意味を理解し、必要なデータを収

集・整理して、統計的な処理ができる。 

5.  経済学の知識を統合して、倫理と公共性と責任

感を持ち、グローバルな観点から判断できる。 
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「私立大学情報教育協会」のサイトより引用 
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