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授業の目標（Course Objectives） 

この授業では時事問題を経済的な観点から議論し、未来について考えます。社会人になってから役に立つスキル「英語と日本語

を行き来する編集力」を身につけて、言語による情報ギャップを埋められるようになることを目指します。 授業は英語で行いま

す。 

 

This course will pick current issues to discuss from an economic perspective and think about the future. The goal of this class 

is to help students acquire skills that will be useful after they enter the workforce: the ability to edit back and forth between 

English and Japanese, and to be able to bridge the information gap due to language.  The instructional language will be English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は英語力中級者対象に設計されています。以下の英語力を有していることが履修の目安となります。 

TOEIC®（または）TOEIC® IP Listening & Reading 550 点以上 

TOEFL® iBT 35 点以上 TOEFL® PBT 500 点以上 

IELTS® 5.0 以上 英検２級以上  

 

授業では主に直近の英字新聞や経済誌をテキストとして使用します。また学生が収集した情報も活用しながらディスカッションを

したり、グループワークを行います。更に読解力と理解力の確認のために、授業内で不定期に小テストを実施します。加えて個人

／グループでプレゼンテーションを準備し、発表する機会もあります。また授業ではグループワークの際に重要になるリーダーシ

ップについても触れます。 

 

初回と最終回の授業、もしくは課題として英語力を把握するためのテストを実施します（このテストの結果は成績には影響しませ

ん）。 

この授業は社会人になってから役立つスキルの習得を意識した授業です。 

 

This course is designed for students with intermediate level English.  

In this course, we will mainly use up-to-date English newspapers and economic magazines as text. We will also discuss and 

work in groups, using information gathered by the students. Occasional quizzes will be given in class to check reading 

comprehension and understanding. Students will also have the opportunity to prepare individual and group presentations and 

present them. In addition, we will touch upon leadership skills, which are important in group work. 

 

In the first and last classes (or as an assignment), students will take a test to assess their English skills (the results of this test 

will not affect your grade). 

This class is designed to help students acquire skills that will be useful after they enter the workforce. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに −授業の進め方について− （対面で実施予定） 

2. 数字に強くなろう／小テスト  

3. 記事読解（環境と経済）／グループワーク／ディスカッション／小テスト  

4. 記事読解（半導体不足と世界経済）／グループワーク／ディスカッション／小テスト  

5. 記事読解（働き方の未来 1)／グループワーク／ディスカッション／小テスト  

6. 記事読解（働き方の未来 2)／グループワーク／ディスカッション／グループプレゼンテーション 

7. 記事読解（次世代ネットワーク 1)／グループワーク／ディスカッション／小テスト  

8. 記事読解（次世代ネットワーク 2）／グループワーク／ディスカッション／グループプレゼンテーション／小テスト 

9. 記事読解（食と農業の未来 1）／グループワーク／ディスカッション／小テスト  

10. 記事読解（食と農業の未来 2）／グループワーク／ディスカッション／個人プレゼンテーション  

11. 記事読解（人生 100 年時代と経済 1）／グループワーク／ディスカッション 

12. 記事読解（人生 100 年時代と経済 2）／グループワーク／ディスカッション／個人プレゼンテーション  



13. 記事読解（自由テーマ）／グループワーク／ディスカッション／個人プレゼンテーション  

14. まとめ 振り返り 

 

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

指定された記事を読み、単語の意味などを調べ、ディスカッションの準備、プレゼンテーション資料の準備などの課題があります。

適宜授業内で指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の事前準備(30%)/積極的な受講態度／全体の前でのプレゼンテーションなど(30%)/授業内に行う小テスト(20%)/リフレクショ

ンペーパー／出席(20%) 

原則全回出席を義務付けます。遅刻 2 回で欠席 1 回分と見なします。3 回欠席で D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用しません。使用する英語の記事は適宜 Blackboard で提供、もしくは授業で配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業中に適宜お伝えします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業で扱うテーマや内容については適宜変更する場合があります。またゲストスピーカーに来て頂く場合もあります。 

 

資料配布、課題の提出、リアクションペーパーの記入／提出、授業についての告知／変更事項については Blackboard 上で告知

／実施するので、常にチェックしてください。 

 

授業中に調べ学習やプレゼンテーションの準備を行うので、必ず毎回 WiFi に接続可能なパソコンを持参してください。図書館やメ

ディアセンターでパソコンを借りる必要がある場合には、必ず授業が始まる前に借りてきてください。 

 

和英英和、英英辞書は毎回持参すること。PC やタブレットの辞書機能を使っても可。 

 

グループワーク、プレゼンテーションを適宜行います。積極的な受講態度が期待されます。 

 

初回と最終回の授業で英語力把握のテストを行います。そのため教室が変更になりますので、注意してください。（このテストの結

果は成績には影響しません。） 

 

この授業は積極的に学びたい学生を対象とします。授業中の私語、SNS などの私的通信、遅刻などについては厳しく管理しま

す。 

 

注意事項（Notice） 

 


