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英語英語英語英語、、、、時事知識時事知識時事知識時事知識、、、、ロジカルロジカルロジカルロジカル・・・・シンキングシンキングシンキングシンキングのののの実力実力実力実力アアアア

ップップップップをををを同時同時同時同時にににに行行行行なうなうなうなう教材作成方法教材作成方法教材作成方法教材作成方法をををを解説解説解説解説するするするする。。。。 

いろんなやりかたがあります。これは一例です。 

 

①先生：『今から、英語版を見せます。』 

【生徒：英語版を観て、中身をメモする】 

＜Listening 力を自分でテストしましょう。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②先生：『今から、日本語版を見せます。』 

【生徒：日本語版を観て、中身をメモする】 

＜時事知識を把握しましょう。＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先生：『そのまま裏返して右側に行きましょう。』 

 

③先生：『以下を読んで、正しい順番に番号をつ

けましょう。』 

 

＜他人に情報を伝えるときに、どの順番が最も効

果的かを意識する（結論は先に！）。ロジカル・

シンキングの基礎＞ 

 

Japan to urge US against protectionism 

 

( 1 ) The Japanese government plans to ask the 

United States about its intent behind a so-called 

"Buy America" provision in a bill to stimulate the 

domestic economy. 

 

( 3 ) Senators, who will begin deliberation of the 

bill next week, are working on an expanded 

version to include materials other than iron and 

steel. 

 

( 5 ) They say Japan will ask the administration of 

President Barack Obama not to turn toward 

protectionism. 

 

(  ) This week, the US House of Representatives 

passed a package worth about 800 billion dollars, 

which included a provision that requires public 

works projects funded by the bill to use only 

US-made iron and steel. 

 

(  ) Attention is focused on how the Obama 

administration will handle the bill at a time when 

more countries are making protectionist moves 

amid the global economic slump, such as raising 

import duties. 

 

(  ) Japanese government officials are concerned 

that the provision may constitute a protectionist 

policy and will violate a World Trade 

Organization rule. 
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作成時の注意：半分ぐらいをランダムにする 

 

 

先生：『次の頁に進みましょう。』 
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④先生：『日本語版を観ながら、下記のスキット

の空欄にあてはまる言葉を解答欄に書き込みま

しょう。』 

＜もう一度、日本語で中身、とくにキーワードを

理解する。時事知識＞ 

 

政府 米の保護主義をけん制へ 

1 月 31 日 4 時 46 分 

ア メ リ カ の 景 気 対 策 法 案 の 中 に 、

（①     ）にはアメリカ製の鉄鋼の使用を

義務づける条項が盛り込まれたことについて、日

本政府は、ＷＴＯ＝（②       ）の協定

に違反するおそれがあるとして、オバマ政権に対

し、事実を確認したうえで、保護主義的な動きを

強めないよう求めることになりました。 

アメリカの議会下院で可決された総額８００

０億ドル規模のアメリカの（③   ）対策法案

では、公共事業にはアメリカ製の鉄鋼を使うよう

義務づける条項が盛り込まれました。さらに、来

週からこの法案の本格的な審議が行われる上院

では、法案を修正して、鉄鋼製品にとどまらず、

幅広い製品についてアメリカ製の使用を義務づ

けようという動きも出ています。 

これに対し、日本政府は、こうした条項が盛り

込まれたまま法案が成立した場合、自国の産業を

過度に保護する「（④     ）」に当たり、貿

易自由化のルールを定めたＷＴＯの協定に違反

するおそれもあると警戒感を強めています。この

ため、日本政府は、（⑤    ）政権に対し、

法案の解釈などについて事実確認を行うととも

に、アメリカが保護主義的な動きを強めないよう

求めることになりました。 

世界的な景気の悪化を受けて、各国の間では輸

入製品に対する関税を引き上げたりする「保護主

義」が広がってきているだけに、今回の法案にオ

バマ政権がどう対処するか注目されます。 

作成時の注意：キーワードを空欄にする。一段落

に一つか二つの空欄にする。 

 

解答欄： 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

a)生徒が戸惑った様子 

⇒もう一度、日本語版を見せる 

b)生徒がある程度落ち着いた様子 

⇒ペアワークにして、確認させる 

c)生徒が正解した様子 

⇒当てる、もしくは、答えてもらう 

⇒できるだけ、生徒自身で答えを見つける 

⑤先生：『英語版を観ながら、下記のスキットの

空欄にあてはまる言葉を入れましょう。』 

 

＜今度は英語版で中身、とくにキーワードを理解

する。英語で時事知識を獲得＞ 

 

Japan to urge US against protectionism 

 

The Japanese government plans to ask the United 

States about its intent behind a so-called "Buy 

（①               ）" provision in a bill to 

stimulate the domestic economy. 

 

This week, the US House of Representatives 

passed a package worth about 800 （②        ） 

dollars, which included a provision that requires 

public works projects funded by the bill to use 

only US-made iron and steel. 

 

Senators, who will begin deliberation of the bill 

next week, are working on an expanded version 

to include materials (③      ) than iron and 

steel. 

 

Japanese government officials are concerned that 

the provision may constitute a protectionist 

policy and will violate a World Trade 

Organization rule. 

 

They say Japan will ask the administration of 

President Barack Obama not to turn toward  

(④             ). 

 

Attention is focused on how the Obama 

administration will handle the bill at a time when 

more countries are making protectionist moves 

amid the global economic slump, such as raising 

import duties. 

 

2009/01/31 05:21 

 

解答欄： 

① 

② 

③ 

④ 

 

やり方は日本語版と同じだが、最初から二回ぐら

い見せてもよい。また、英語辞書を引く時間をと

ることも考慮してよい。 
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⑥先生：『下記の日本語版の答えを見て④の正解

をチェックしてください。』 

 

政府 米の保護主義をけん制へ 

1 月 31 日 4 時 46 分 

 

アメリカの景気対策法案の中に、公共事業には

アメリカ製の鉄鋼の使用を義務づける条項が盛

り込まれたことについて、日本政府は、ＷＴＯ＝

世界貿易機関の協定に違反するおそれがあると

して、オバマ政権に対し、事実を確認したうえで、

保護主義的な動きを強めないよう求めることに

なりました。 

アメリカの議会下院で可決された総額８００

０億ドル規模のアメリカの景気対策法案では、公

共事業にはアメリカ製の鉄鋼を使うよう義務づ

ける条項が盛り込まれました。さらに、来週から

この法案の本格的な審議が行われる上院では、法

案を修正して、鉄鋼製品にとどまらず、幅広い製

品についてアメリカ製の使用を義務づけようと

いう動きも出ています。 

これに対し、日本政府は、こうした条項が盛り

込まれたまま法案が成立した場合、自国の産業を

過度に保護する「保護主義」に当たり、貿易自由

化のルールを定めたＷＴＯの協定に違反するお

それもあると警戒感を強めています。このため、

日本政府は、オバマ政権に対し、法案の解釈など

について事実確認を行うとともに、アメリカが保

護主義的な動きを強めないよう求めることにな

りました。 

世界的な景気の悪化を受けて、各国の間では輸

入製品に対する関税を引き上げたりする「保護主

義」が広がってきているだけに、今回の法案にオ

バマ政権がどう対処するか注目されます。 

 

教材の作り方 

a) NHK の日本語サイト 
http://www3.nhk.or.jp/news/ 

 

b) NHK の英語サイト 
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/ 

 

c) ダウンロード用のソフトウェア 

Orbit（フリーウェア）及び、その中についている

Grab++を使うと良い。 

 

d) NHK のラジオ・サイトでは、よりゆっくりな

英語ニュースが配信されているのでリスニング

練習には良いが、原稿がアップされていないので

教材つくりは工夫が必要。 
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/englis

h/radio/program/index.html 

 

⑦先生：『下記の英語版の答えを見て⑤の正解を

チェックしてください。』 

Japan to urge US against protectionism 

 

The Japanese government plans to ask the United 

States about its intent behind a so-called "Buy 

America" provision in a bill to stimulate the 

domestic economy. 

 

This week, the US House of Representatives 

passed a package worth about 800 billion dollars, 

which included a provision that requires public 

works projects funded by the bill to use only 

US-made iron and steel. 

 

Senators, who will begin deliberation of the bill 

next week, are working on an expanded version 

to include materials other than iron and steel. 

 

Japanese government officials are concerned that 

the provision may constitute a protectionist 

policy and will violate a World Trade 

Organization rule. 

 

They say Japan will ask the administration of 

President Barack Obama not to turn toward 

protectionism. 

 

Attention is focused on how the Obama 

administration will handle the bill at a time when 

more countries are making protectionist moves 

amid the global economic slump, such as raising 

import duties. 

 

2009/01/31 05:21 

 

e) 原稿がアップされており、オーディオ・ファイ

ルも取得できるサイトには NPR や BBC がある。

それぞれ米国人や英国人用の普通のラジオなの

で話す速度は速いが、ここまでついていけないと

ビジネスには使えない。だから、普段から聞いて

慣れていくこと。 
http://www.npr.org/ 

http://www.bbc.co.uk/radio/ 

 

以上で、英語、時事知識、ロジカル・シンキング

の実力アップを同時に行なう教材作成方法を解

説した。しかし、大学３・4 年生はここで止って

はいけない。次ページのような教材をつくること

がチャレンジだろう。
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⑧飯田 敬輔『国際政治経済』（東京大学出版会、2007 年）を参照しながら、1930 年の大恐慌下での各

国の保護主義の動きをおさらいし、ポイントを項目として引き出し、現状と比較する表を作りなさい。 

 

 1930 年代の世界経済 現在の世界経済 

事前の国際金融体

制 

 

  

覇権国の対応 

 

 

  

当時の経済思想 

 

 

  

米国政権の経済政

策 

 

 

  

 

政治的変化 

 

 

  

事後の国際金融体

制 

 

 

  

 

 

 

⑨アビナッシュ・ディキシット＋バリー・ネイルバフ『戦略的思考とは何か―エール大学式「ゲーム理

論」の発想法』（ティビーエス・ブリタニカ、1991 年）を参考にしながら、米国とその他の国々を二つ

のアクターとして、自由貿易か保護主義について戦略形で同時決定ゲームを書いてみなさい。とくに、

「囚人のジレンマ」を作ってみなさい。 

 

 

  その他の国々(RoW) 

  自由貿易 保護主義 

自由貿易 

 

  

米国 
保護主義 

 

  

 

 

 

  その他の国々(RoW) 

  自由貿易 保護主義 

自由貿易 

 

  

米国 
保護主義 

 

  

 

 

なお、Ａ４×4 頁でＡ３表裏 1 枚に入れることができるので、作成は 4 ページに留めること。 


