富士大学研究者情報
経済学部経済学科
教授

小林

保美

こばやし

やすよし

研究者基本情報
生

年

昭和34（1959）年

最終学歴

東洋大学大学院経済学研究科経済学専攻博士後期課程修了

取得学位

経済学博士（課程博士）

学位取得年月
出身地
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昭和62（1987）年3月
東京都
理論経済学、応用経済学、経済学方法論
ミクロ経済学、マクロ経済学、現代と経済学、専門演習Ⅰ、専門演習Ⅱ、ミクロ経済学特
論、マクロ経済学特論、経済政策特論、経済学方法論特論
日本経済政策学会、日本財政学会
次代の経済学方法論の構築、マクロ経済学を強固なミクロ的基礎の上に再構築すること。
租税政策（および政府政策）のマクロ経済効果に関するミクロ的アプローチによる理論と実

短期研究テーマ

証両面からする解明、1980年代米国における金本位制復帰論争の全容解明、及び、法と経
済学の領域における研究。

1年以内に発表予
定の研究業績

研究業績

（2017年9月末日現在）
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「サプライ・サイド・モデルの構造と供給重視の経済学における総供給関数」日本経済政策
学会関東部会報告（於東洋大学）、1987年1月31日。
「マクロ経済学諸学派、特にサプライ・サイド・エコノミックスにおける総供給関数につい
て」東北経済学会第47回大会報告（於富士大学）、1993年9月18日。
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【内外における公開講座等の講師】
省略
【社会的活動】
1

花巻市行政改革懇談会委員

2

花巻市商工会議所地域開発委員

3

平成7年10月～12月。
平成12年11月～。

中小小売商業高度化事業（ＴＭＯ）構想策定委員会顧問（花巻商工会議所）
～14年10月。

平成13年7月

