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授業の目標（Course Objectives） 

学生が、最新の世界経済論入門書の訳読を通じて経済英語の基礎語彙を習得し，翻訳のスキルを高めるとともに，最新の世界

経済事情に関する理解を深める。国際金融の技術的側面に精通する。 

 

Oral translation of the latest world economic theory introductory texts will be used to help students gain the basic vocabulary 

of economic English, improve their translation skill, and deepen their understanding of the latest world economic situation. 

Students become thoroughly versed in the technical aspects of international finance. 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストは 2019 年の諸事態までをカバーしているが，講義ではそれを単に訳読するだけでなく，周辺事情や最新事情も含めてア

ップデートすることに努める。 

今回はテキストの§7.Brexit and Border Walls:Does Economic Isolation Make Economic Sense?, §8.Does Immigration Take Our 

jobs Away?, §9.How Do Populist Leaders Use Our Economic Illiteracy to Gain Power??,§10.Globalization―Problern or 

Solution?を訳読する。 

 

The text covers up to the events in 2019, but during the lecture students will not only orally translate these but will also strive 

to update the information with surrounding circumstances and latest information. There will be a final exam at the end of the 

course. This time students will give oral translations of §7.Brexit and Border Walls:Does Economic Isolation Make Economic 

Sense?, §8.Does Immigration Take Our jobs Away?, §9.How Do Populist Leaders Use Our Economic Illiteracy to Gain 

Power??,§10.Globalization―Problern or Solution?  from the text. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Brexit, cooperation and free exchange, post- Brexit Britain 

3. European markets and the emerging markets of Asia and Latin America, deglobalization,, "remain" or “leave" 

4. Republic of Ireland, EU single market, free-trade agreements, EU customs union 

5. independent EU holdouts, trade barriers, trade wars 

6. Immigration, war, violence, or natural disasters, highly skilled immigrants 

7. Silicon Valley and Silicon Fen, Japan's extremely low birthrates, diversity, new global economy 

8. Adolf Hitler, America First, radical populist politicians 

9. media, democratic recession, autocrat, crony capitalism 

10. Brexit campaign, gravity equation, trading partners, retaliation 

11. global trade war, global anarchy 

12. Depression-era isolationist system, elites, the Great Recession started in 2008 

13. unskilled workers, opening borders to trade, cooperation and interconnectedness 

14. 最終テストを行なう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト中の不明な語句と事項を予め調べ，各自で訳文を作成してから講義に臨むこと。予習はインターネットが使える環境で行

うことが望ましい。ネット上の情報は選別する必要があるが，本講義の予習は英和辞典だけでは到底無理である。また、

JapanKnowledge や新聞社の DB など、大学のアカウントで利用可能な有料 DB を積極的に利用すること。授業時間外の学習に

関する指示は，必要に応じて各回の授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

訳読の累積評価および授業内に指示した提出物(70%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 



テキスト（Textbooks） 

1. Randy Charles Epping. 2020. The New World Economy A Beginner's Guide. Vintage Books (ISBN:978-0-525-56320-4) 

Amazon.co.jp に国内在庫があるので各自で購入すること。国内在庫切れの場合、入手までに 2 か月ほどの時間を要することが

あるので、なるべく早めに手配することが望まれる。なお，電子書籍版も出されているが，ページの指示ができないので薦められ

ない。 

 

参考文献（Readings） 

一般紙でよいので新聞の経済記事には毎日目を通すこと。リサーチには JapanKnowledge や新聞社の DB など有料の DB を大

学図書館経由で積極的に利用すること。そのほかは授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP 等）（Others(e.g.HP)） 

欠席の場合は立教メールで理由を記して連絡すること。メールアドレスは立教時間で公開する。 

 

注意事項（Notice） 

 


