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1．はじめに 

 近年、大学の授業改革は活発である。明治大学でも従来の 90分授業から 100分授業への

移行が行われた。それに伴っての大学からのアクティブラーニング導入の要請にこたえて、

これまでの授業「外国語専門書購読」の問題を解決する工夫を行うこととした。具体的には、

英語の専門書を読む際、「木を見て森を見ない（逐語訳はできても章全体、本全体の内容が

理解できない）」授業になりがちであるという問題の解決を図ることとした。著名な経済学

者サミュエル・ボウルズが中心になって作っている WEB 上の E コンテンツ「COREECON

（http://www.core-econ.org/）」(THE CORE TEAM(2017))を教科書とした。100 分授業を有

効に使いこれにより「木を見て森を見る」ための教育を行ったつもりである。 

具体的な試行の第 1は、本文を逐語訳するのと並行して、他の大学生がこの教科書を新た

に使うためのガイドブックづくりを進めさせた。そのガイドブックづくりについては、自己

満足にならないよう、2回のテレビ会議授業で、富山大学で同じ教科書を使っている先生方

や富山大学の学生の前で他者評価を受けた。具体的には、学生たちの作ったガイドブックを

個々がそれぞれ報告し、コメントを受けた。教科書の読みの甘さが指摘されることもあった。 

 第 2 の試行は、事前に登場単語の 95％の意味を知っていれば英文は読めるという学説に

従って作業を行ったことである。筆者代表が、共著者の久井田氏の協力を得て、これから読

む節のすべての単語（平均 450 語）を、登場回数を示しながらエクセルに事前に列挙した

（久井田先生作成）。学生は、それらのうち自分の知らない単語をピックアップし、事前に

意味を調べ覚えるという作業を行った。水野が学生の訳した単語をチェックし、「intensive」

等は、学生たちが「強い」と表で訳したものを、経済学では「集約的」と修正する作業も行

った。全体の内容を理解するには、単語を知っていなければならないからだ。 

 本稿では、これらの工夫を紹介するとともに、大学生たちへのアンケートからの授業評価

を行いたい。 

 

2．外国専門書購読授業 

明治大学商学部では、外国専門書講読という授業が 3 年生を対象に必修科目として設置

されている。（注１）その目的について筆者は次のように考える。第 1は、日本の学生は、英語

を読むことが苦手であるので、その克服が大学の使命の一つであるということである。えて

して日本の学生は英語が苦手である。また、日本の本を含めて本を読む学生の比率が全学生

の半分以下である。若い人たちの読書率が落ちている。彼らが英語の経済書を読むよう、大
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学は誘導していかなければならない。 

第 2 は、グローバル化の進んだ今、日本の学生も英語で経済学を勉強できなければならな

いことである。明治大学でも教育研究のグローバル化を進めている。学生たちの英語教育に

より一層力を入れている。 

これらの目的を達成するため、この講義が開かれている。ただし、内容や方法については、

各担当者に任されている。英語の経済書の読解力をつけるためにその講師が最も効果的と

みられる手法で授業を進めてきた。（注２）筆者もその一員として外国専門書購読の授業の工夫

を重ねた。 

 

3．授業の工夫 

（1）授業教材 

筆者は、2016 年から 2019 年までの 4年間外国専門書講読の授業を担当した。筆者の所属

するコースは、商学部の中のアプライドエコノミクスコースといって経済学を主として勉

強するコースである。教科書としては、前述した、パソコン（含スマートフォン）で配信さ

れる Eテキストの『CORE-ECON Economics for a changing world』（以下『COREECON』）を活

用した。登録をしさえすれば無料で大学生も読むことができる。この中のユニット 16 を活

用した。テーマは「Technological progress, employment, and living standards in the 

long run」である。技術進歩について扱った章であった。技術進歩は今の経済社会と切って

は切りはなせない重要な関係なのでこの章を読むこととした。大学生にとっても、なじみ深

い内容となっていると思ったからである。 

 

（2）筆者の授業目的 

次に、それらを前提とした筆者の外国専門書購読の授業の目的について説明しよう。授業

目的は、前述したように、英語の経済書を読むにあたって、学んだ学生たちが、「木を見て

森を見ない」教育ではよくない、「木も森も見られる」学生を育てるということである。 

授業で逐語訳を進めていくだけの授業は、木を見て森を見ない授業（＝全体の経済学のコ

ンセプトや内容を理解せずに目先の英文だけを訳す）になりがちである。そこで、授業時間

100 分の半分を木を見る授業（逐語訳）、あと半分を森を見る授業とした。森を見させるこ

との具体的工夫として、他の学生がその英書を勉強するのに事前に見ると参考になるガイ

ドブックを作ることとした。COREECON のユニット 16 のイントロダクション、16－1～16－3

についてそれぞれ作ることにした。 

 

（3）授業の実際の進行 

 実際の授業については、グローバル化した社会に対応できる人材を育成する工夫を行わ

なければならない。ステップを段階的に進んでいくという手法をとった。そこで、次のよう

な 3段階を考え、実行してきた。 
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まず第 1 段階は、前述のように、共著者の久井田直之氏より、そのユニット 16の各節に

出てくるすべての単語の表を作ってもらうことであった。学生たちは、知らない単語を調べ、

それらの一覧表を作る。そして意味を調べてそれを事前に覚える。95％の単語が分かれば英

語の文章は理解できるという。そのためである。 

第 2 段階では、外国専門書を読む授業で通常行われているように、学生たちに全文を逐語

訳してもらう。まず文章を事前に読んで学生たちは訳す予習をする。30 名の学生を一人一

人あて、そして訳してもらう。その一人一人の発表の後に授業担当者の筆者が正確な役を行

う。 

ただ、それだけでは受け身の授業となってしまう。アクティブラーニングの第 3段階とし

て、主体的な取り組みを行えるよう、第 2ステップまでの勉強内容を土台に学生たちがガイ

ドブックづくりを行うこととした。具体的には、他の学生がその個所を勉強するためのガイ

ドブックづくりを行うこととした。もちろん学生目線で、他の人がその個所の英語を勉強す

るためにはどうすればよいかのアドバイスを含めたガイドブックづくりを行った。マニュ

アルはなく、自由に作った。 

 

（4）学生による報告 

 この授業の報告として、COREECON の執筆者代表の Wendy Cartlin UCL 教授に連絡を取り、

ワークショップを開いて、関連の先生方にも聞いていただくこととした。つまり、日本での

授業内容、および大学生たちが授業で作ったガイドブックを現地で報告し、コメントをいた

だこうという試みだった。いわば、筆者の授業について、および学生たちの成果についての

外部評価の実践であった。2018 年 3 月 12 日－14 日、執筆者と大学生 3 名がロンドン大学

に赴いた。八木紀一郎摂南大学長（当時）はじめ新里泰孝経済教育学会長（当時）、久井田

直之経済教育学会理事（本ワーキングペーパー共同執筆者）に同行させていただいた。ロン

ドン大学 UCL のワークショップでは次の題で報告した。 

 

  Report on utilization of CORE project in Meiji University        

  Katsushi Mizuno, Kent Kurosawa, Yu Hirose, Kanako Shibata  

 

日本の他大学生が読むためのガイドブックでは、各節の概要、事前に読んでおくとよい日

本の経済学の教科書などを載せた。また、勉強の資料だけに偏るのではなく、ユニット 16

の英語を理解するために事前に見たり読んだりしておくと役立つ映画やアニメなども記載

した。海外の先生方は、COREECON は経済学を勉強するための教科書としてとらえていたよ

うだが、日本では英語の勉強にもあたるということを実感したようだ。経済学と同時に英語

を教えるという日本での教育の工夫について伝えることができた。 

何よりも、同行の大学生 3人にとっては、英語で授業内容と成果を報告するという経験が

できた。2017 年度外国専門書購読の集大成となった。 
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（5）評価 

 今外部評価の試みについて記述した。次に、学生による評価について論じる。授業の成果

について受講生にアンケートを取った。「2017 年度春学期外国専門書講読（水野勝之担当）」

と称してアンケート 2017 年 7月に実施した。そのアンケート結果は次のようになっている。

カッコ内の数字が合計 17名中の各項目の回答数である。 

 

2017 年度春学期外国専門書講読（水野勝之担当） 

 

Q1 ガイドブック作り、テレビ会議等を通して「木を見て森を見ない」授業ではなく、「木

を見て森も見る」授業を行ったつもりです。効果はあったと思いますか。 

   あった…12 

   なかった…1 

   どちらともいえない…4 

 

Q2 テレビ会議授業では富山大学の先生と学生にみなさんの発想や読解力を評価してもら

いました。このような授業は効果的でしたか。 

   あった…11 

   なかった…3 

   どちらともいえない…3 

 

Q3 E コンテンツ教科書である COREECON を採用しました。この教科書は、外書を勉強する

のに適切でしたか。 

   適切である…15 

   適切でない…1 

   どちらともいえない…1 

 

Q4 自由に書いてください。 

・いままでの英語学習とは違った取り組みをしてとても面白かったです。後期もしっかりや

りたい。 

・CORE プロジェクトを採用し、ガイドブックづくりをするのは良かったが、英文の絶対的

な量が足りず、もっと英文による機会があってもよいと思った。 

・後期もよろしくお願いします。 

・CORE プロジェクトはとても読みやすい教材でした。 

・必修だけど楽しかったです。 

・明治大学「英文の和訳が主体」富山大学「グラフの解説が主体」→目標の相違を感じた。
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あと、グラフの解説も聞きたい。 

 

 まず Q1 の「木を見て森を見ない」英語経済書教育の改善の効果については、17 名中 12

名が「あった」と答えた。自分が読んだ英文を日本語で他の人に伝えるという授業の工夫は、

学生に英文全体を理解させることにつながったといえよう。ただ、少数とはいえ「なかった」

が 1名、「どちらともいえない」が 4名いた。もちろん学生側の熱心さがなければこのやり

方はうまくいかないが、二つを合わせれば 5 名と全体の 3 割弱になるので、やはり考慮に

入れなければならない数である。全員がこの方法についてきてくれるためには、全員が一度

は英文を読まなければならない。それをいい加減に行うと、他の学生のためのガイドブック

を作ることができない。英語が苦手な人も含めて受講者全員に英書を理解させるよう、文を

読ませる工夫が課題となる。 

 Q2 とは、富山大学新里泰孝先生が、テレビ会議システムを通して大学生の成果報告を聴

いてくださったことに関しての回答である。これには大坂洋先生、共著者の久井田直之先生

も参加くださった。自分たちが作ったガイドブックを学生たちが発表した。担当教員が聞い

ても視点が偏るため、第 3者として各学生の成果についてコメントしてもらった。学生のほ

うも第 3者からのコメントは新鮮であり、自分の勉強に際して新たな課題がわかってくる。

第 3者評価を授業時間中に行ったという試みであった。大学生も緊張感を持てた。さて、そ

の評価が役立った学生は 11 名であった。効果がなかったが 3名、「どちらともいえない」が

3 名で、他の大学の先生に成果を聞いてもらうことがプラスにならなかったようである。し

かし 3分の 2は役立ったっと答えているので、この形式は継続の必要がある。 

 Q3 については、外国専門書購読の授業に COREECON を使うことについて学生に賛否を聞い

た。17名中 15 名が「適切である」と答えた。インターネットの無料配信であり、どの学生

も使いやすかった。ただし、大学のパソコン教室で行ったので授業の機器が整っていたが、

それがなかったら、通常教室でスマートフォンを使って行わなければならなくなる。いまや

大学生は全員スマートフォンを持っていると思いがちだが、持っていない学生もいるかも

しれない。その場合が課題である。内容については、ユニット 16 は技術進歩を扱った内容

であったためわかりやすかったと思われる。 

 Q4 は自由記載である。「英文の絶対的な量が足りず」という記載があった。ガイドブック

づくりをしたりテレビ会議を行ったりしたので、限られた時間では英語を十分読めなかっ

たということであろう。「読みやすい」「楽しい」というのは勉強にとってプラスである。筆

者は楽しく勉強するのがもっともよいことだと考えている。最後の、「明治大学『英文の和

訳が主体』富山大学『グラフの解説が主体』→目標の相違を感じた。」での富山大学と明治

大学の教育の違いについては、やむを得ないところであろう。個々の教員が自分たちの工夫

で使えるのが COREECON の特徴である。富山大学の場合、出てくる図を中心に授業を構成し

ているのであろう。明治大学の筆者の授業では、ガイドブックづくりを目標に据えている。

ただ、図の解説が聞きたいという積極的な学生がいることは喜ばしいことである。 



明治大学 経済教育研究センター 
ワーキングペーパー第 4 号 

6 
2020 年 8 月 30 日 

 総括すると、大学生の感想から本授業の評価を考えると、及第点ということになるであろ

う。ただ、3割の学生は異論を唱えているかもしれないので、そうしたマイノリティの学生

にも配慮する必要があろう。（注 3） 

 

4．結び 

 英語を逐語訳するだけではなく、全体の内容に基づいて、各受講生が今後この本を読む大

学生のためのガイドブックを作るという工夫を行った。大学からもアクティブラーニング

の実行が推奨されており、それを実行した形である。学生からの評価結果を見ると、外国専

門書購読の授業にアクティブラーニングの要素を取り入れた試みは成功だったといえよう。

この結果から判断して「木を見て森を見ない」外国語の経済書の購読授業を改善することが

できたと考えている。 

今後の工夫も重要となる。第 1に、他の学生が事前に読むべきガイドブックを作ったが、読

んでもらえたのはテレビ会議の富山大学の先生たちであった。やはり、実際に役立てるか、

少なくても他の学生には読んでもらう工夫が必要である。第 2に、ガイドブックの内容を向

上させる必要である。1週間で 100 分の授業なので、逐語訳とガイドブックづくりに時間的

制約がある。その時間内で、ガイドブックの内容をより一層充実させる必要がある。第 3に、

ガイドブック内の「事前に見ておく映画」というのは受講生が個々にこれまで見てきた映画

に頼った。授業期間中に課題としてみさせる形式にするなどの工夫が必要であろう。 第 4

に、学生のアンケート結果にもあったように、読む英文の絶対量を少なくしないことである。

アクティブラーニングとの両立を図る工夫が必要である。今後はこうした工夫を重ねたう

え、より一層意味のある授業にしていきたい。 

 

 

脚注 

（注 1）これまで水野他（2020a）、水野他（2020ｂ）で授業の内容とその成果を報告してき

た。 

（注 2）明治大学商学部での方針である。教員での懇談会、講師同士の懇談会などを開き情

報交換を行っている。 

（注 3）これらの点については、その後の授業で改善を試みている。 
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