
2019-SJ00009601-01フレッシュマン・イングリッシュⅠ「L(LE) R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では，現代社会における様々なトピックについて書か
れた文書を題材に，英語の読解力とリスニング力を養う。単に
日本語に訳して理解するのではなく，Graphic Organizerを使っ
て視覚的にまとめたり，Active Learning を通して言語を使用し
ながら理解したりする活動を行う。また，英語の読解力の土台
を鍛えるため，多読の活動を行い，母語を介さずに英語を早く
適確に読み取る力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の文法，語彙に関する知識を持つ(知識・理解)

文章を批判的に読み解き，自分の考えを述べることができる
(技能)

様々なトピックの文章を読み（聞き），その内容をまとめるこ
とができる(技能)

英語を使用しながら考え，他者と意見形成ができる創造的な言
語使用者になる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次の授業で扱う内容について，事前に文章を読みExerciseを
行う（30分）
・多読用図書を読み，オンライン上の小テストを受験する（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

　1.　授業貢献度　10％
　2.　多読教材の進捗状況　30％
　3.　小テスト　30％
　4.　まとめテスト　30％

１は，文章を批判的に読み解き，自分の考えを述べることがで
きているか，また，英語を使用しながら考え，他者と意見形成
ができる創造的な言語使用者になろうとしているかについて評
価します。２，３，４は英語の文法，語彙に関する知識を持っ
ているか，様々なトピックの文章を読み（聞き），その内容を
まとめることができているかについて評価します。

※このクラスは，定期試験期間中における試験を実施いたしま
せん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　English through Active Learning
[Author(s)]　鳥飼慎一郎・鈴木夏代・印田佐知子
[Publisher]　朝日出版社
[ISBN]　978-4-255-15616-3
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション，多読について
第2回　Unit 1：Desert Wisdom　砂漠が教えてくれる人生
の歩み方
第3回　Unit 2：The Power of Friendship　ハリウッド俳優の
友情の絆
第4回　Unit 3：Cell Phone Culture　ところ変わればマナー
も変わる！？
第5回　Unit 4：Men are from Mars, Women are from Venus　
「男女の心理」―違いを理解すればわかり合える？
第6回　Unit 5：The Beginning Part of Botchan　日本の小説
「坊ちゃん」を英語で読むと？
第7回　Unit 6：Guernica　パブロ・ピカソが作品に込めた
思いとは？
第8回　Unit 7：The Art of Lying　あなたの嘘は何色？　嘘
には色がある？
第9回　Unit 8：Fuji-san (3,776m)　富士山と日本人の密接
な関係
第10回　Unit 9：The Three Secrets to Persuasion　ギリシャ
の哲学者に学ぶ弁論術
第11回　Unit10：Malala Yousafzai Nobel Peace Prize Lecture
　ノーベル平和賞・マララさんが伝えるメッセージ
第12回　Unit11：Eating Disorders　「摂食障害」のこころ
を読み解く
第13回　Unit12：Working Conditions, Death from Overwork
　「過労死」に関わる労働条件の改善策はある？
第14回　Unit13：Emotional Robots　ロボットに感情は必要
か
第15回　まとめ



2019-SJ00009601-02フレッシュマン・イングリッシュⅠ「L(LE) R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

大学では、「英語を学ぶ」ことから進歩して「英語で考える」習
慣を身につけることが要求されます。そのためには、英語技能の
基礎となる、リーディング力とリスニング力をしっかりと身につ
けておく必要があります。そこで、この授業では、実際のニュー
ス映像(CNN10-Student News)と、そのスクリプトを利用しながら
英文読解とリスニングの演習を行います。皆さんが授業に慣れて
きたら、TIMESといった英字新聞や、CNN以外のニュース音声な
どを使った応用練習も加えていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語ニュースでよく使われる語彙や表現を身につける。(知識・
理解)

②英語のニュース放送からニュースの要点を聴き取ることができ
るようになる。(技能)

③英語ニュースのスクリプトからニュースの概要を読み取ること
ができるようになる。(技能)

④英語を自律的に学習する習慣を身につける。(態度・志向性)

⑤世界の時事問題についてより深く理解したいという意欲をもて
るようにする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞（60分）
テキスト内の指定された英文について、入念に辞書を引いて内容
を把握する。

＜復習＞（90分）
この授業では、復習が特に大切です。以下の手順で復習して下さ
い。

①出版社（朝日出版社）のウェブサイトからテキストの音声をダ
ウンロードし、その音声を少なくとも5回は聴き直すようにして
ください。さらに、ポーズやアクセントのタイミングにも注意し
ながら、できるだけ音声に忠実に音読練習もしてください。

②授業中に読んだ英文を一文一文丁寧に読み直して下さい。

③授業中に紹介された重要語句や表現を覚えて下さい。
　
④授業以外でも英語に触れる機会をできるだけ多くもつように心
がけて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。

授業中の取り組み（予習の質や、授業への積極性を評価しま
す）：20％（到達目標②③④⑤）
中間テスト：30％（到達目標①②）
定期試験：50％ （到達目標①③）

 

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CNN10 Vol.1
[Author(s)] Fuyuhiko Sekido et al.
[Publisher]Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15623-1
[Comments]必ず購入しておいて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・充分な予習をした上で授業に臨むようにして下さい。
・授業に参加することは当然なので、欠席や遅刻をしないこ
と。
・授業を欠席すると平常点の評価ができなくなるため、単位取
得が難しくなる場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回 Unit 1:　Why　Do English Keyboards Have QWERTY?
リスニング演習

第２回 Unit 1:　Why　Do English Keyboards Have QWERTY?
読解演習+歴史記述に関する語彙と表現を学ぶ。

第3回　Unit 2: How to Avoid Fake News
リスニング演習

第4回　Unit 2: How to Avoid Fake News
読解演習+ニュースメディアに関する語彙と表現を学ぶ。

第5回　Unit3: Cooking for the Community
リスニング演習

第6回 Unit3: Cooking for the Community
読解演習+教育やコミュニティ活動に関する語彙と表現を学
ぶ。

第7回 Unit 5: Japan's Maglev Train
リスニング演習

第8回 Unit 5: Japan's Maglev Train
読解演習+科学技術に関する語彙と表現を学ぶ。

第9回　
中間テスト：これまでに身につけた語彙力を試すテスト
+
Unit 7: A Teenager Fights Cyberbullying
リスニング演習

第10回　Unit 7: A Teenager Fights Cyberbullying
読解演習+教育に関する語彙と表現を学ぶ。

第11回 Unit 8: Sugar Guidelines
リスニング演習

第12回 Unit 8: Sugar Guidelines
読解演習+健康に関する語彙と表現を学ぶ。

第13回　Unit10: New Technology for the 2020 Tokyo Olympics
リスニング演習

第14回 Unit10: New Technology for the 2020 Tokyo Olympics
読解演習+オリンピック関係の語彙と表現を学ぶ。

第15回　授業のまとめ
 



2019-SJ00009601-03フレッシュマン・イングリッシュⅠ「L(LE除く) R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

熊抱　ゆかり

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語の４つの基本技能（読む、書く、聞く、話す）
のうち、「読む」・「聞く」の能力養成を目指す。

講義では、映画「Notting Hill」を題材にしたテキストを使用
し、映画の一場面を通して様々な問題に答えてもらいながら、
口語の英語表現に慣れ親しんでもらう。映画はテキストに見ら
れない「生の英語」が使用されており「使える英語」の宝庫で
ある。特に映画のスクリプトを使用したり、字幕を英語で見る
ことにより、語彙力を伸ばし、速読能力の向上へと繋げたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

口語表現に慣れ親しむことが出来る(知識・理解)

上記の口語表現を実際に発信することが出来る(技能)

英語の音声変化（音の連結、同化、脱落など）が理解出来る
(知識・理解)

上記の音声変化を実際に発音することが出来る(技能)

映画の英語が聞き取れるようになる(知識・理解)

速読能力が高まる(技能)

映画を英語や英語の字幕で見たいと思うようになる(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲の予習をしてくること。（60分）
授業で行った内容を必ず復習すること。（60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績を60点、授業態度(授業への積極的な参加20点
と発表・予習状況等20点)を40点で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Notting Hill New Format Edition
[Author(s)] 神谷　久美子　他
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-590-8

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の進度に合わせて必ず予習をすること。携帯電話は必
ず電源を切り使用しないこと。マナーを守って授業に臨ん
で下さい。辞書持参で授業に臨むことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction
2.Unit1:William's Notting Hill&She
3.Unit1:Transcript
4.Unit2:Surreal, But Nice
5.Unit2:Transcript
6.Unit3:A Goddess Is A Movie Star
7.Unit3:Transcript
8.Unit4:Birthday Party
9.Unit4:Transcript
10.Unit5:A Date With Anna/Transcript
11.Unit6:She's Gone/Transcript
12.Unit7:She's Back/Transcript
13.Unit8:Rude Awakening-Ain't No Sunshine/Transcript
14.Unit9:Like Me Again/Transcript
15.Unit10:The Right Decision-The Meaning of My Life Is She/
Transcript



2019-SJ00009601-04フレッシュマン・イングリッシュⅠ「L(LE除く) R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

下條　恵子

◎－－－　概要　－－－◎

英語基礎学力の習得という目標の中でも、「読む」「聞く」の
基礎的な能力養成を目指します。リーディングにおいては、英
語の論理構造や英語独特の口語表現に注意しながら、基礎的な
英文の概要や要点さらには書き手の意図を正確に把握すること
を目指します。リスニングにおいても概要や要点、さらに話し
手の意図を理解できるように、基礎的な聞き取り練習をふんだ
んに実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ 英語圏のニュースを通じて、現代の標準的な英文を読
解・聴解する能力を身につける。(技能)

・ 現代の英語メディアを理解するための語彙を身につけ
る。(知識・理解)

・ 現代の英語メディアを理解するための文法、構文、論理
などを理解する。(知識・理解)

・ ノートテイキングなどの作業を通じて、概要や要点を理
解する方法を習得する。(技能)

・ 事実情報とキャスターの意見を分けて把握できるように
なる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・ 毎回授業の最初に授業内容に係る予習課題の小テストを
実施するので、指定された表現や語彙を学習しておくこと。授
業時間外の学習時間：約90分

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・ 定期試験（70％）では主に以下の点を評価します：
１）基礎的なニュース英語の読解・聴解を通して、概要を把握
できる。２）基礎的なニュース英語を通して、要点を把握でき
る。３）基礎的なニュース英語の読解・聴解を通して、時事情
報とキャスターの意見を分けて把握できる。

・ 小テスト（20%）では主に以下の点を評価します：
１） 基礎的なニュース英語を理解する上で必要な英語表現
を習得している。

・ 授業での貢献（10%）では主に以下の点を評価します：
１） 授業に意欲的に参加し、発表や質問などでクラスに貢
献している。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] CNN Student News Vol.5
[Author(s)] Fuyuhiko Sekido et al.
[Publisher] 朝日出版社
[ISBN] 978-4-255-15603-3
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業の最初に小テストを行なうので遅刻のないよう
に注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: 授業に関するガイダンスおよびウォーム・アップ演習
2: U1 Sleep and Compliments（比較表現）
3: U2 Space Junk （数量表現１）
4: U3 Teenagers and Digital Media（数量表現２）
5: U4 A Town Under One Roof（比喩表現）
6: U5 Stonehenge’s Deeper Mystery（時系列１）
7: U6 Helping Children in Nepal Get an Education（時系列
２）
8: U7 Saving Dogs（Non-nativeの英語）
9: U8 Air Pollution in Asian Cities（環境に関する表現）
10: U9 Meet the Millennials（21世紀の英単語）
11: U10 The Price of Oil（経済に関する表現）
12: U11 Police in Schools（教育に関する表現）
13: U12 River Surfing（スポーツに関する表現）
14: U13 Hip Hop Therapy（社会福祉に関する表現）
15: 総括、リスニング・テスト

*U=Unit



2019-SJ00009601-05フレッシュマン・イングリッシュⅠ「L(LE除く) R&L-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

山内　ひさ子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC450点から500点程度の英語のリスニング力とリーディン
グ力を養成する。語彙力をつけることにより、英文をスムーズ
に読む力を養成する。また、ディクテーションによりリスニン
グ力をつける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC500点程度の英語力(技能)

英文の構造を知る(知識・理解)

課題提出(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎週語彙テストをするので、復習をしておくこと。また、頻繁
に宿題課題を出すので、必ず完成して提出すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
語彙テスト及び課題提出　30％
前半語彙テスト　20％
後半語彙テスト　20％
定期試験　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Ambitions Intermediate
[Author(s)] VELC研究会教材開発グループ

[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4056-3
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回目　コースオリエンテーション、
        Unit 1 Cross-Cultural
Understanding
第2回目  Unit 2 Foods,
         　　　 　Unit 1 語彙テスト
第3回目　Unit 3 Foreign Language 　　
Learning
         　　　　　Unit 2 語彙テスト
第4回目  Unit 4 Sports,
        　　　　　 Unit 3 語彙テスト
第5回目  Unit 5 Fashion,
         　　　　　Unit 4 語彙テスト
第6回目  Unit 6 Living Things
        　　　　　 Unit 5 語彙テスト
第7回目　Unit 7 Art
         　　　　　Unit 6 語彙テスト
第8回目  前半語彙テスト(Unit 1-7)
　　　　　　　　　 　Unit 8 Global
Issues
 第9回目 Unit 9 Japanese Culture
        　　　　　 Unit 8 語彙テスト
第10回目 Unit 10 Human Rights
        　　　　　 Unit 9 語彙テスト
第11回目 Unit 11 Environmental Issues
         　　　　　Unit 10 語彙テスト
第12回目 Unit 12 Health & Medical
Issues
        　　　　　 Unit 11 語彙テスト
第13回目 Unit 13 Economy & Industry
        　　　　　 Unit 12 語彙テスト
第14回目　Unit 14 Legal Issues
第15回目　後半語彙テスト、授業のまとめ

授業の進行速度や学習順序は、学生の学習状況に応じて変
わることがあります。



2019-SJ00009601-06フレッシュマン・イングリッシュⅠ「L(LE除く) R&L-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will practice reading and listening for
academic and everyday life. Weekly vocabulary and review
homework will be assigned. Weekly quizzes will be based on each
week's homework. There will be a review test in Week 15 to review
important points from the course.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop listening and reading fluency for academic
study and everyday communication. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 40%
Homework and class participation 15%
Review test 45%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Text] Reading Explorer Split Edition 1A
[Authors] Nancy Douglas, David Bohlke
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-1-305-62803-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Active participation in class and completion of class activities is
required.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Unit 1a: The incredible dolphin
2. Unit 1b: Musical elephants
3. Unit 2a: The trip of a lifetime
4. Unit 2b: Adventure island
5. Unit 3a: Hip-hop planet
6. Unit 3b: A musical boost
7. Unit 4a: Life beyond earth?
8. Unit 4b: Living in space
9. Unit 5a: Global cities
10. Unit 5b: Rio reborn
11. Unit 6a: In one cubic foot
12. Unit 6b: A world within us
13. Review
14. Review and practice test
15. Review test (45%)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

高瀬　和子

◎－－－　概要　－－－◎

NHK衛星放送のニュースを利用したテキスト及び視聴覚教材を使用してリスニ
ング、英文読解等をしながら、英語によるニュースを理解します。
・テキストの各Unitのタイトル下に書かれた日本語のイントロダクションを読
んで、ニュースの要点を把握します。
・Words & Phrases ：カギになる語彙や重要語句を学習します。
・Before you watch : ニュースに関する予備知識をつけたり話題を膨らませたり
する意味で、Unitごとに形式の異なる課題に取り組み、ニュースに関連する語
彙や表現等を学習し、語彙力や表現力をつけます。
・Watch the News: DVDを視聴しながら、設問に答えます。（英語による正誤
問題）
・Understand the News 1: DVDを視聴しながら、設問に答えます。（英語による
三択問題）
・News Story: CDのややゆっくりめの音声を聞いて、テキストのスクリプト の
空欄部分を書き取ります。書き取りが完成すればニュース映像の全文が目で確
認できます。
・音声を聞きながら完成したスクリプト全文を目で追って発音等の確認をしま
す。音読した後、DVDを再度視聴します。最初に聞き取れなかった英語が一つ
でも多く聞き取れるように注意して視聴します。
・スクリプトの英文を読んで、詳しく内容を理解します。この時、新出語彙や
英語表現、文法、文の構造等に注意します。
・スクリプトを再度音読します。この時、和訳から離れて、英語を読みながら
そのまま内容を理解します。
・スクリプトを見ずに、DVDを視聴して、和訳しようとせずに、英語のまま
ニュースを理解します。ニュースの内容を簡潔に日本語で伝える練習をしま
す。
・Understand the News 2:設問に答えます。
・Review the Key Expressions: 映像（スクリプト）に出てきた応用性のある表現
を使った英作文(英文整序問題）をします。（この部分は、授業の速度によっ
ては省略される場合があります。）
・各unit終了後、小テストを受けて、習得した語彙や熟語を再確認し、定着さ
せます。
・15回の講義の中で、2回リスニング・テストを受けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のニュースの映像と音声を視聴することによって内容を大体理解できる
ようになる。(技能)

②ニュースを理解するのに必要な語彙を増強する。(知識・理解)

③英文を正しく一定の速さで声に出して読むことができる。(技能)

④英語の語彙や文を正確に聞き取ることができる。(知識・理解)

⑤英語を聞いたり読んだりして、その内容を日本語で表現できる。(技能)

⑥自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・次の回のUnitの冒頭の日本文を読んで、ニュースの要点を把握する。・
Words & Phrases の語彙や重要語句、Watch the News , Understand the News の中
のわからない単語を調べる。・付録のDVDを視聴して大方の内容をつかんでみ
る。できれば設問に答えてみる。・News Story（スクリプト英文）の空欄部分
にある程度入れることができたら音読する。判らない単語があれば調べてみ
る。・単語テストに向けてUnitの復習をする。
(30～40分）
復習
・学習したUnitのスクリプトを音読した後、DVDを視聴する。英語の言葉が少
しでも多く聞き取れるように何度か視聴してみる。和訳しようとせずに自然と
内容がわかるくらいまで繰り返して視聴する。音読してある程度の速さでス
ムーズに読めるように練習する。復習テストをやり直してみる。
(20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと試験による評価
○毎回の学習状況：２０％（到達目標③④⑤⑥）
〇小テスト１５％（到達目標②）
○リスニングテスト１５％（到達目標①④）
〇定期試験　５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]NHK NEWSLINE 2
[Author(s)]Tatsuro Yamazaki / Stella M. Yamazaki　/Erika C.
Yamazaki
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN]978-4-7647-4072-3

[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回テキスト･辞書を必ず持参し、わからないときは積
極的に辞書を引いて調べる。
・各ユニットが終わったら、次の授業で小テスト（単語）
を受ける。
・リスニング、読解のスキルアップを目指して積極的に授
業に取り組む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:　テキスト紹介、授業の進め方、成績評価な
どについての説明を受ける。
（２～１５回は、下記の通りテキストに沿って学習しま
す。）
2. Unit 1：Sprouting New Sushi Ideas 大人気！ベジタブル寿
司
3. Unit 1
　　Unit 2：In the Pole Position 竿燈まつりに魅せられた留
学生
4. Unit 2
5. Unit 3：Easing Off 能率的なパン屋さん
6. Unit 3
　　Unit 5：Dating the AI Way 人口知能でお相手探し
7. Unit 5
　　リスニングテスト
8.Unit 7:Japan Adventurer Completes Grand Slam 冒険家女子
大生が偉業達成！
9.Unit 7
　Unit 8:Sorting It Out ごみゼロを目指す
10.Unit 8
11.Unit 10: Peer Group Consumption 仲間とつながれ！―グ
ループ型消費の実情
12.Unit 10
　　Unit 13: Traveling with Confidence 食物アレルギーと闘
う
13.Unit 13
14. Unit 15: Back to Basics 広がるボードゲーム　ー　世界
的クリエイターへ
15.Unit 15
   リスニングテスト
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ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them read
English and listen to English with greater confidence. Students will do
pair work and speak with one another in English in class. In addition
to studying from the textbook, students will have a library book to
read.There will be homework for students to complete each week.
Homework will include vocabulary review of lesson content and
reading. In each lesson, there will be a period of quiet reading time.
There will be four tests during the course. There is no final exam for
this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will practice skills of reading English quickly.(技能)

Students will learn how to guess the meaning of what they are
reading. (知識・理解)

Students will learn how to identify the most important words to help
them better understand spoken English. (技能)

Students will increase the vocabulary necessary to better understand
global topics. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. For homework,
students must read a library book (30 minutes). Some weeks there will
be extra vocabulary exercises for homework (30 minutes). In addition,
students must write book at least 5 book reports. Before each test,
students should review the content of the textbook（1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation         15%
Book reports 35%
Homework              10%
In-class Tests 40%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] World in Focus
[Authors]Rebecca Klevberg Moller
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 9781285197517

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, library book and
writing materials to every lesson. There is a class blog which
students are expected to check on a regular basis. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.
The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductions and course outline. Homework: Reading.
Unit 1 vocabulary.
2. Unit 1 - A Taste of Mexico. Homework: Reading. Unit 2
vocabulary
3. Unit 2 ‒ Lightning Homework: Reading. Unit 3
vocabulary.
4. Unit 3 - Penguins in Trouble Homework: Test review.
Reading. Unit 4 vocabulary.
5. Test 1. Unit 4 ‒ Parasomnia Homework: Reading. Unit 5
vocabulary.
6. Unit 5 - Maasai Teacher Homework: Reading. Unit 6
vocabulary.
7. Unit 6 - Living in Venice Homework: Test review.
Reading. Unit 7 vocabulary.
8. Test 2. Unit 7 - Tornado Chase Homework: Reading. Unit
8 vocabulary.
9. Unit 8 - Treasures in Old San Juan Homework: Reading.
Unit 9 vocabulary.
10. Unit 9 - Bee Therapy Homework: Test review. Reading.
Unit 10 vocabulary.
11. Test 3. Unit 10 - Inca Mummy Homework: Reading.
Unit 11 vocabulary.
12. Unit 11 - Global Warming Homework: Reading. Unit 12
& 13 vocabulary.
13. Unit 12- More Water for India & Unit 13 - Tsunami:
Killer Wave.  Homework: test review. Reading. Unit 14
vocabulary.
14. Test 4. Unit 14 ‒ Mecca. Homework: Reading. Unit 15
vocabulary.
15. Unit 15 - Butler School. Final Book Report
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高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとリスニングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、現代の標準
的な英文を読解し、英語で発信する能力を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、確認テストを行うので、指示のあった箇所の復習を必ず
各自行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（授業中の積極的な姿勢を評価します。）
小テスト20％　（合計10回）
クラス内テスト40％　（Reading 20%, Listening 20%）

尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点し
ます。
授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価
ができないため、単位取得が難しくなる場合があります。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. ニュースの英語
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括
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岩本　弓子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の4技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指す。学生向けに放送される実際の英語ニュースを視聴し
ながら、リーディングに関しては、英語の論理構造、パラグラ
フの構成に注意し、平易な英語ニュースの概要、要点を素早く
かつ正確に読み取れる技術の習得を目指す。また時事的な内容
に少しでも多く触れて、現在どのようなことが英語圏で話題と
なっているかという、知識そのものを増やしていく。リスニン
グでは、基礎的な聞き取りを多く取り入れつつ、生の英語に少
しでも慣れるような練習を実施する。リスニング、リーディン
グともにニュースで使用される語彙の学習を通して実際の場面
で使用される頻度が高い語彙を学び語彙力の向上を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語ニュースの語彙、英語表現を覚え少しでも理解できるよう
になる。(知識・理解)

アメリカの若い世代向けのニュースを通して実際アメリカで話
題となっている問題を知り、自分自身の経験や、日本と比較し
たりしながら、自分の考えが持てるようになる。(知識・理解)

生の英語ニュースの英語を少しでも多く聞き取れるようにな
る。(技能)

ニュースの内容ができるだけ正確に読み取れるようになる。
(技能)

学習したニュースだけではなく自分自身で興味のある英語
ニュースを探して視聴してみる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

あらかじめ付属のCDを聞き本文に一通り目を通し、わからな
い単語を調べておくこと。（15分）
終了した単元のニュースのCDを繰り返し視聴すること。（15
分）
習得した単元ごとの単語を理解し覚える。（30分）
和訳の部分を自分の言葉で訳してみる。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点30％（授業中の態度、自主的な発表をポイント制で点数
化する。リスニングがどれだけできるか、語彙の練習問題、和
訳の部分が自分の力でどれくらいできるかを評価する。20％　
教師の問いかけにどのくらい自分の意見が述べられるかを評価
する10％）
定期試験70％（学んだ単語を理解し覚えているか、実際の英文
の中で使えるか、英文を正確に読み取れるか、を評価する。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CNN 10 ― Student News ―Vol.2
[Author(s)]F.Sekido, M.Kogure, J.Arnold, K.Ikeda & K.Cho
[Publisher]ASAHI PRESS
[ISBN]9784255156330
[Comments]定価1800円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。スマートフォンの辞書
の使用は教室内では不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．Introduction: 授業の進め方、評価方法の説明
ニュース英語の特徴。Unit 1 A Lood at Gold
2. Unit 1 & Unit 2 Daylight Savings
3. Unit 2 & Unit 3 Making Libraries
4. Unit 3 & Vocabulary/Idioms in the News No.1
5. Unit 4 Pyramid Tech
6. Unit 4 & Unit 5 Pigments
7. Unit 5 & Unit 6 Shopping Tech
8. Unit 6 & Vocabulary/Idioms in the News No.2
9. Unit 7 Origami
10.Unit 7 & Unit 8 Ice Cream
11.Unit 8 & Unit 9 Nigerian Women's Bobled Team
12.Unit 9 & Vocabulary/Idioms in the News No3
13.Unit 10 Zoo Dog
14.Unit 10 & Unit 11 Google Before Google
15.Unit 11  まとめ、定期試験に関する説明

◎－－－　URL　－－－◎

http://edition.cnn.com
(cnn10/)
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岡裏　佳幸

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、カナダ人と日本人のダイアローグを用いて、
リーディングとリスニングの力を養成するとともに、ライティ
ング、スピーキングの能力の養成にも努める。リーディングに
ついては、各ユニットのDialogue、Tips from the Expertsを正確
に読み解く方法を指導する。また、リスニングについては、
Words & Phrases、Useful Expressionsで語句、会話表現を解説し
た後、ナチュラルスピードのDialogueを聴き取る方法を指導す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会話に必要な語句、口語表現を習得することができる。(知
識・理解)

ナチュラルスピードのDialogueを聴き取ることができるように
なる。(技能)

ネイティブスピーカーと会話することができるようになる。
(技能)

積極的に課題に取り組み、自律的学習を行うことができるよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習]
繰り返し音声を聴き、すべての設問に解答するように努めるこ
と。
[復習]
ダイアローグの内容を理解した上で、繰り返し音声を聴き、発
話練習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
学習状況、復習テスト、定期試験等で総合的に評価する。
　　学習状況　　　　　　　　　　　　　　40%
　　復習テスト　　　　　　　　　　　　　40%
　　定期試験　　　　　　　　　　　　　　20%
学習状況については、授業中のペアワークなどへの取り組み、
授業外学習における課題への取り組みによって、評価する。
全回出席し、授業に参加することを前提として、成績評価を行
う。したがって、欠席した場合、その回の学習機会を失うこと
になるため、1回につき－6点、とする。なお、授業開始後20分
までに入室した場合は、遅刻扱いとし、－2点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　　　Cross-cultural Communication: A Course
Featuring Genuine English in Authentic Situations　『ダイア
ローグで学ぶ異文化』
[Author(s)]　Yoshiyuki Okaura & Paul Gregory Quinn
[Publisher]　SANSHUSHA
[ISBN]　　　978-4-384-33468-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。
他の科目の教材等を机の上、中に置かないこと。
授業中の居眠り、携帯電話・スマートフォンの使用、飲
食、無断退室を禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Introduction：授業の進め方等
　　　第2回から、テキストに沿って各章のテーマに
　　　ついて指導する。
2.  Unit 1  Answering Questions from an
       Immigration Officer
3.  Unit 2  Asking Airport Staff about Public
       Transportation
4.  Unit 3  Asking a Taxi Driver about Destination
5.  Unit 4  Answering Questions at the Hotel
       Front Desk
6.  Unit 5  Asking the Staff at the Student Office
       about Registration
7.  Unit 6  Talking about Your Major with the
       Professor
8.  Unit 7  Asking about Stock at the Bookstore
9.  Unit 8  Participating in a Potluck Party
10.  Unit 9  Going Shopping
11.  Unit 10  Seeing a Doctor at a Clinic
12.  Unit 11  Asking the People in Town about
        Local Events
13.  Unit 12  Going out to a Restaurant
14.  復習テスト
15.  復習テストの解説とまとめ
※毎回、各ユニットのWords & Phrases、Useful
Expressions、Grammar Pointsの説明、First Listening、Second
Listening、Third Listening、Dialogueの解説、Tips from the
Experts、Sentence Buildingの順に進める。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

鈴木　繁

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業ではまず最初に英文テキストの読解を行います。文
法事項を踏まえて正確に意味内容を理解することが求められま
す。難解な英文を長時間かけて、こまごまと読んでいくという
より、限られた語彙からなる平易な文章を、素早く正確に読ん
でいくことに重点が置かれます。この部分については予習が必
要です。
　続いて、英文のテープを聴いて、リスニングの訓練を行いま
す。素早く的確に英文の内容を把握し、単語等を耳で聴き取る
と同時に、それを正しいスペリングで綴ることが求められま
す。
　リスニングに引き続き、文法知識、語彙力、テキストの理解
度等を問う練習問題を行います。この部分についても予習が必
要とされます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を正確かつ論理的に読解し、その意味内容を正しく把握す
ることが出来る。(知識・理解)

英語を物理的に耳で聴き取れると同時に、シチュエーションに
応じて、想像力を働かして、意味を理解することが出来る。
(知識・理解)

高校時代に学んだ英文法の知識を再確認し、その定着を図る。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業に先立って、必ず予習が必要となります。予習が
必要な箇所は、リーディングと練習問題の部分です。
　また授業終了後も、学習内容を定着させるため、しっかり予
習を行い、学期末の試験に備えてください。
　予習・復習を併せた授業時間外学習の時間は、毎週約1時間
を要します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　リーディングおよび練習問題に関しては、怠りなく予習して
きているか否かを、授業中、学生に当てながらチェックしてい
きます。リスニングについても、解答終了後、学生を指名し
て、答え合わせを行います。その結果を参考とし、普段の授業
に臨む態度を加味して、平常点を定めたいと思います。その上
で定期試験の点数を平常点とプラスして、最終的成績評価を定
めます。
　原則として定期試験を5割、平常点を5割として評価を行いま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Japan Goes Global!
[Author(s)]Stuart Gale他
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17860-6 C0082
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の授業には、必ず辞書を持参してください。
　演習科目ですので、とにかく授業の場に欠かさず積極的
に参加することが求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 講義の目標と進め方について
（2－15回は下記の通り、テキストに沿って、各テーマお
よび文法事項について学習します）
2. One Piece（語彙）
3. Japan's Company Culture（名詞・代名詞）
4. Japanese Animation（形容詞）
5. Superstitions（動詞）
6. Bousouzoku（副詞）
7. Japanese Students Sleep in Class（前置詞）
8. Onsen（接続詞）
9. Virtual love（助動詞）
10.Otaku（受動態）
11.Food Culture（分詞・不定詞・動名詞）
12.Kanji（冠詞）
13.Gambling（関係詞）
14.Pokemon（時制）
15.Pop Peace（比較）
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
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藤瀬　信子

◎－－－　概要　－－－◎

　スポーツをテーマにしたテキストを使い、英語の４技能のう
ち、（読む、聞く、書く）を練習する。
　毎回、本文部分は事前にパラグラフ毎に自発担当者を決め、
何が書いてあるか説明する。確認問題等は指名制とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙力をつける。各ユニットに出てくる語句を確実に憶える。
(知識・理解)

読解力をつける。各ユニットに出てくる文章を、文法に沿って
正しく理解する。(知識・理解)

読解力をつける。文章の流れをパラグラフ単位でとらえ、要約
できる。(知識・理解)

作文力をつける。ユニットに出てきた英文をモデルに、言い換
え、書き換えをする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：予定のユニットの下読み、練習問題の準備。
復習：予習時に不確かだった箇所や間違えていたところを再確
認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（授業意欲等）４０％と定期試験６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Spotlight on Sports
[Author(s)] Anthony Allan,久保善宏　ほか
[Publisher]　金星堂
[ISBN] 9784764740266
[Comments]１９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　必ず予習して出席すること。
欠席は、平常点（授業意欲等）の評価が下がるため減点と
なる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1オリエンテーション。授業の進め方、成績基準などの説
明。
（2-14回は以下テキストに沿って順次進む）
2 unit1 The Long Wait
3 unit2 Olympic Volunteers
4 unit3 Male Sports? Female Sports?
5 unit4 Competition
6 unit5 A Glamorous Life?
7 unit6 Energy Drinks
8 unit7 Helping Your Opponent
9 unit8 Ghost Goals
10 unit9 Rituals and Superstitions
11 unit10 The Cutting Edge
12 unit11 Match-Fixing
13 unit12 Heroes Inspire Heroes
14 unit13Peach Baskets
15　まとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

原岡　薫

◎－－－　概要　－－－◎

英語の4技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指す。リーディングにおいては、英語の論理構造やパラグ
ラフ（段落）構成に注意しながら、簡単な英文の概要や要点さ
らには書き手の意図をしっかり理解すること、ならびに早く英
文を読むいわゆる速読の技能の習得を目指している。リスニン
グにおいても同様に、スピーチの概要や要点、さらに話し手の
意図を理解できるように、ノートの取り方（note-taking skills）
も含め基礎的な聞き取り練習を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

様々な英文を読解する(技能)

基礎的な英文法を確認する(態度・志向性)

文中におけるキーワードを理解する(技能)

速読のスキルを身につける(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
1）次の回でするUnitのWarm-upExercises（30分）
復習
1）学習したUnitのリスニングパートを使ったシャドーイング
2）語彙と内容把握問題の準備（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（10％）、小テスト（20％）、リスニング試験
（10％）、定期試験の結果（60％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]楽しいアメリカ生活
[Author(s)]芝垣哲夫
[Publisher]成美堂
[ISBN]9784791947850
[Comments]￥1900

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業には、辞書を持参のこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　講義の目標と進め方について

第2回　名詞と代名詞

第3回　形容詞と冠詞

第4回　副詞

第5回　比較

第6回　動詞と時制（1）

第7回　動詞と時制（2）

第8回　未来表現

第9回　主語と動詞の呼応

第10回　能動態と受動態

第11回　不定詞と動名詞

第12回　分詞

第13回　助動詞

第14回　関係代名詞

第15回　関係副詞
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岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、英語のリーディングとリスニングの力を養成する
ために、現代社会の諸問題に関して英語で学びます。トピック
はSNSで使われる略語からAIや未来の自動車までさまざまで
す。英語で読み、聞き、最終的に自分の意見を伝えられるよう
にしましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①現代社会に関する問題について英語で理解することができ
る。(知識・理解)

②現代社会に関するトピックを英語で読み、聞くことができ
る。(技能)

③現代社会の問題を知り、自律的な英語学習者になれるよう
に、自主的に英語学習に取り組むことができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各チャプターの本文を読み、True or FalseとReading
Comprehensionの問題を解く（45分）。
復習：各チャプターの本文を読み直し、リスニングの問題を聞
き直す（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点50%（到達目標③）
定期試験50%（到達目標①②）

遅刻をくりかえしたり、欠席が1/3を越えると平常点の評価が
困難になりますので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] It's a Wired World
[Author(s)] Daniel O'keeffe et al.
[Publisher] Seibido
[ISBN]978-4-7919-6026-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中に携帯電話およびスマートフォンを使うことは禁止
しますので、必ず（電子）辞書を持ってきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Ch. 1 A Social Network
3. Ch. 2 The End of TV
4. Ch. 3 A Sport for Smartphones
5. Ch. 8 Artificial Brains
6. Ch. 10 What to Do with All That Data?
7. Ch. 11 The Man Who Invented the World Wide Web
8. Ch. 12 The Biggest Store in the World
9. Ch. 14 Steve Jobs and Friends＋ふりかえり
10. Ch. 15 Cars of the 21st Century
11. Ch. 16 It's a Wiki World
12. Ch. 17 Teach Yourself Anything
13. Ch. 18 Whod Do You Follow?
14. Ch. 19 Saving Time Online
15. Ch. 20 Play and Learn
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劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to improve their speaking,
listening and reading skills and get familiar with different countries
and different cultures.
Students will be divided into six groups. Each week, one group of
students will make a presentation related to the content of the previous
class.
Each week, before the class ends, students will also be assigned
homework for the next week.
Every  four weeks, there will also be a test based on the content of
previous classes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(技能)

2. Students will have a basic knowledge of different courties and
different cultures and gain the confidence to communicate in
English.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to become an
automous English learner.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標3)
Presentations (2 times): 25% (到達目標2, 3)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 2)
Written report: 20% (到達目標2, 3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Globe Trotters
[Author(s)] Carmella Lieske
[Publisher] Cengage learning
[ISBN]978-1-285-19750-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Each week, before the class starts, one group of students will make a representation
related to the content of the previous class.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the next
week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to the final
score.

Students must prepare for the tests carefully and attend the tests.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination period.
There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction [Unit 1 Spain]

Week 2
Unit 2 China/ Homework: prepare a presentation on the topic "China"

Week 3
Presentation/ Unit 3 Peru/ Homework: prepare a presentation on the topic "Peru"; learn
words on page 26

Week 4
Presentation/ Unit 4 Tokyo/ Homework: prepare a presentation on the topic "Manners in
Japan"; finish questions on page 31

Week 5
Test 1 (Unit 1̃4)/ Presentation/ Unit 5 New York City/ Homework: prepare a presentation
on the topic "My favorite New York thing"

Week 6
Presentation/ Unit 6 Antarctica/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Antarctica"; finish questions on page 47̃48

Week 7
Presentation/ Unit 7 India/ Homework: prepare a presentation on the topic "India"

Week 8
Presentation/ Unit 8 New Zealand /Homework: prepare a presentation on the topic "New
Zealand"

Week 9
Test 2 (Unit 5̃8)/ Presentation/ Unit 9: Africa/ Homework: prepare a presentation on the
topic "Africa"; learn words on page 68

Week 10
IELTS Reading practice

Week 11
Presentation/ Unit 10 Cambodia/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Cambodia"; finish questions on page 71

Week 12
Presentation/ Unit 11 Egypt/ Homework: prepare a presentation on the topic "Pyramids";
learn words on page 78

Week 13
Presentation/ Unit 12 Italy/ Homework: prepare a presentation on the topic "Italy"; finish
questions on page 89

Week 14
Test 3 (Unit 9̃12)/ IELTS reading practice

Week 15
Final presentation/ Written report collection



2019-SJ00009602-01フレッシュマン・イングリッシュⅡ「L(LE) R&L-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

英語に習熟するためには、大量の英語に触れることがどうして
も必要です。この授業では、そのための訓練方法を学び、実践
していきます。具体的には、大量の英語のインプットを通じ
て、リスニング・リーディングの両面で、英語を英語のまま理
解する回路を頭の中に作り出すことを目指します。

また、教科書に載っている英文は、日常生活から旅行、ビジネ
ス、スポーツ、世界の名所など多彩な話題を扱っており、数多
くの有益な情報を英語で得ることができます。

本授業は、音声訓練と読解訓練の２つの部分からなります。

音声訓練では、毎回、教科書の会話体セクション２つ分を用い
て、リスニングと発音・リピーティング練習を行います。
　
読解訓練では、毎回、教科書の文章体セクション２つ分を教材
として、速読の訓練を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙・文法の知識を向上させる(知識・理解)

リスニング・読解の能力を向上させる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

単語と文法の知識をしっかりと復習すること。（60分）

毎回のリスニングテストの準備をしておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業では、以下の２点を総合して成績評価を行います。

リスニングテスト　30%
リスニング能力が評価されます。
　
定期試験（読解問題）　70%
単語の知識と読解能力が評価されます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 究極の英語リスニング vol.3
[Author(s)]
[Publisher] アルク
[ISBN] 978-4-75-741462-4
[Comments]CD付き

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

みなさんのCISメールに連絡事項をメールすることがある
かもしれませんので、CISメールは定期的にチェックする
ようにして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

イントロダクション：
・授業の進め方の説明
・効果的な英語勉強法の解説
音声訓練１ （教科書 01＆02）
読解訓練１
音声訓練２ （教科書 03＆04）
読解訓練２
音声訓練３ （教科書 06＆08）
読解訓練３
音声訓練４ （教科書 10＆12）
読解訓練４
音声訓練５ （教科書 13＆14）
読解訓練５
音声訓練６ （教科書 15＆16）
読解訓練６
音声訓練７ （教科書 18＆20）
読解訓練７
音声訓練８ （教科書 22＆23）
読解訓練８
プレイスメントテスト
音声訓練９ （教科書 24＆25）
読解訓練９
音声訓練１０ （教科書 26＆28）
読解訓練１０
音声訓練１１ （教科書 29＆30）
読解訓練１１
音声訓練１２ （教科書 31＆33）
読解訓練１２
まとめ



2019-SJ00009602-02フレッシュマン・イングリッシュⅡ「L(LE) R&L-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

映画 『ミュージック・オブ・ハート』を教材として使用し、ナ
チュラルスピードの英語を聞き取る訓練を行う。その際、英語
音声学の理論に基づき簡潔に要点をおさえたListening tipsをも
とに、音の脱落、変化する音などの英語音声の特徴を学ぶ。ま
た映画鑑賞に必要な語彙や知識、文化的背景についても理解を
深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) ナチュラルスピートで話される英語を聞き取ることができ
る。(技能)

(2) 英語らしいリズムやイントネーションを身につける。(技能)

(3) アメリカ英語の特徴、音の脱落、変化する音などの英語音
声の特徴を学び、理解することができる。(知識・理解)

(4) 授業内外で英語学習に取り組むことができるようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・小テストの準備 (30分)
・指定された教科書の範囲の予習（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業の参加状況（積極的発表・発言など）: 30% ［到達目標
(4)］
単語テスト: 10％［到達目標 (4)］
オーラルテスト: 10%［到達目標  (2)］
最終試験：50％［到達目標 (1), (2), (3)］

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Music of the Heart
[Author(s)]Yasuko Okino他
[Publisher]英宝社
[ISBN] 978-4-269-44051-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が多いと授業への参加状況（積極的発表等）が評価で
きないので、単位の習得が難しくなる場合があります。ま
た、授業では頻繁にペアでの活動を行うため、それらへの
積極的な参加が求められます。辞書必携。携帯電話の使用
不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． オリエンテーション
2 Unit1: Words/Phrases/Listening
3 Unit2: Words/Phrases/Listening　　　
4 Unit3:  Words/Phrases/Listening
5 Unit4: Words/Phrases/Listening
6 Unit5: Words/Phrases/Listening
7 Unit6: Words/Phrases/Listening
8 Unit7: Words/Phrases/Listening
9 Unit8: Words/Phrases/Listening
10 プレイスメント・テスト
11 Unit9: Words/Phrases/Listening
12 Unit10: Words/Phrases/Listening
13 Unit11: Words/Phrases/Listening
14 Unit12: Words/Phrases/Listening
15 最終試験
※必要に応じて調整することがあります。



2019-SJ00009602-03フレッシュマン・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&L-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスでは英語を総合的に学習する。その中でも「読
む」学習と「聞く」学習を行うとともに、コミュニケーション
のための英語表現の学習も行う。
　「読む」学習では、英語圏の標準的な英文を読んでその意味
するところを正確に把握し、概要や要点をまとめて書き手の意
図を理解する。さらに、そのために必要な語彙の増強、文法力
の強化、異文化に対する理解も図る。
　「聞く」訓練では、CALL(Computer Assisted Language
Learning)を活用してDVD教材(教科書以外も含む）の自然な英
語を聞き、その概要や要点をとらえる能力を養成する。

　毎回1章ずつ進むので単語などの予習が必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①標準的な英文を読んで、その概要や要点を理解できるように
なる。
(技能)

②必要な語彙力や文法力をつける。(知識・理解)

③英語を聞き、その概要や要点をとらえることができる。(知
識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次の回でするUnitのうち、リスニング以外の内容に
ついて、単語を調べるなどの予習をする。（60分）
事後学習：学習したUnitの内容について、リスニングも含め復
習をする。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

　授業の参加状況、予習、および授業態度・積極的参加4割
（唐卓目標①～③）、試験（小テスト）の成績6割（到達目標
④）で総合的に評価する。60点以上を合格とする。
※このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

3分の1以上欠席すると、毎回の授業における評価（授業の参加
状況、予習、および授業態度・積極的参加・小テスト）ができ
ないため、単位取得が難しくなる可能性が高くなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Hollywood: short stories from the movies
[Publisher] 朝日出版
[ISBN]9784255153377

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．講義の目標と進め方について。1章に入る
2-3　Indiana Jones
4-5．Field of dreams
6.The lost world
7.Sound by me
8．Total recall
9　Musicals
10．プレイスメントテスト
11．Titanic
12-13．Independence day
14．Forrest Gump
15．まとめ、小テスト



2019-SJ00009602-04フレッシュマン・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&L-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　有名なアメリカの詩作品をとおして、英語を学ぶ。
　テキスト本文の英語には手を加えていないため、最初は少々
難しく感じるかもしれない。しかし、聴きとり問題、正誤問
題、文法問題を含めての問題を解き、何度か読んだり、聴いた
りしているうちに、必ず、物語の世界が思い描かれるようにな
るはずである。テキストには英語の質問や、注釈がたっぷりつ
いている。
　人間感情のひだに分け入り、行間を読み取る力をつける。ま
た、歴史や文化といった背景を知ることで、作品の深みと広が
りを味わう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語として英語を学ぶだけにとどまらず、背景となる文化や歴
史を理解する。(知識・理解)

英語に係る文学の分野としての必要な専門知識を身につける。
(知識・理解)

英語に関わるアメリカ文学作品の内容を理解し、考察し、その
成果をまとめる。(技能)

日本とアメリカの文化の差異を意識し、異なる背景を持つ人々
と関わっていこうという積極的な態度を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　授業範囲を事前に目を通しておく。復習：授業で習った
内容をその日のうちに再度目を通す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加態度、小テストなど平常点　50%
定期試験　50%
テストでは授業の理解度を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Understanding American Poetry　
[Author(s)] 藤野功一 他
[Publisher]英宝社
[ISBN]978-4-269-03012-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.American lives and loves
2.School life
3.Mother
4.Love (1)
5.Love (2)
6.Suicide, sickness and death
7.Nature
8.Losses in life
9.Individuality
10.プレイスメントテスト
11.Poet and Poetry (1)
12.Poet adn Poetry (2)
13.Setting of love and life
14.Imagination
15. まとめ



2019-SJ00009602-05フレッシュマン・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&L-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them read
English and listen to English with greater confidence. Students will do
pair work and speak with one another in English in class. In addition
to studying from the textbook, students will have a library book to
read.There will be homework for students to complete each week.
Homework will include vocabulary review of lesson content and
reading. In each lesson, there will be a period of quiet reading time.
There will be four tests during the course. There is no final exam for
this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will practice skills of reading English quickly.(技能)

Students will learn how to guess the meaning of what they are
reading. (知識・理解)

Students will learn how to identify the most important words to help
them better understand spoken English. (技能)

Students will increase the vocabulary necessary to better understand
global topics. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. For homework,
students must read a library book (30 minutes). Some weeks there will
be extra vocabulary exercises for homework (30 minutes). In addition,
students must write book at least 5 book reports. Before each test,
students should review the content of the textbook（1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation         15%
Book reports 35%
Homework              10%
In-class Tests 40%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] World in Focus
[Authors]Rebecca Klevberg Moller
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 9781285197517

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, library book and
writing materials to every lesson. There is a class blog which
students are expected to check on a regular basis. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.
The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductions and course outline. Homework: Reading.
Unit 1 vocabulary.
2. Unit 1 - A Taste of Mexico. Homework: Reading. Unit 2
vocabulary
3. Unit 2 ‒ Lightning Homework: Reading. Unit 3
vocabulary.
4. Unit 3 - Penguins in Trouble Homework: Test review.
Reading. Unit 4 vocabulary.
5. Test 1. Unit 4 ‒ Parasomnia Homework: Reading. Unit 5
vocabulary.
6. Unit 5 - Maasai Teacher Homework: Reading. Unit 6
vocabulary.
7. Unit 6 - Living in Venice Homework: Test review.
Reading. Unit 7 vocabulary.
8. Test 2. Unit 7 - Tornado Chase Homework: Reading. Unit
8 vocabulary.
9. Unit 8 - Treasures in Old San Juan Homework: Reading.
Unit 9 vocabulary.
10. UNIVERSITY PLACEMENT TEST
11．Unit 9 - Bee Therapy. Unit 10 - Inca Mummy. Homework:
Test review. Reading. Unit 11 vocabulary.
12. Test 3. Unit 11 -　Global Warming. Homework:
Reading. Units 12 & 13 vocabulary.
13. Unit 12- More Water for India & Unit 13 - Tsunami:
Killer Wave.  Homework: test review. Reading. Unit 14
vocabulary.
14. Test 4. Unit 14 ‒ Mecca. Homework: Reading. Unit 15
vocabulary.
15. Unit 15 - Butler School. Final Book Report
.



2019-SJ00009602-06フレッシュマン・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&L-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、主に海外旅行や語学留学において役に立つであ
ろう会話表現に触れながら、それぞれの場面や状況に応じて、
臨機応変に対処できるような英語力の基礎固めを目指します。
毎回テキストを用いて会話表現のディクテーションを行い、聴
き取りの訓練を行います。また、異文化交流／生活にまつわる
エッセイを読み、基本文法・語彙・構文に焦点を当てながら内
容理解に努めます。その他、テキスト以外に随時プリントを使
用し、ボキャブラリー強化につながる英語の豆知識を取り入れ
た問題も扱います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①海外生活にまつわる語彙・言い回し表現を身につける。(知
識・理解)

②異文化に対する幅広い知識を身につけていく。(知識・理解)

③英語の正確な発音やイントネーションを身につけ、聴き取り
能力を高める。(技能)

④英文の内容を正確に早く理解する訓練を積み、速読力を身に
つける。(技能)

⑤海外旅行や語学留学をする際に役に立つ日常会話表現をさま
ざまな場面に応じて的確に使いこなせるようにする。(技能)

⑥授業内外で、主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

⑦授業を通じて英語での意志疎通に対する苦手意識を少しでも
取り払えるようにする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で指定した範囲の予習と前回の授業内容の復習が不可欠で
す。日頃の学習への取り組みと授業への積極的な参加が求めら
れますので、以下のように予習・復習を繰り返し行ってくださ
い。

事前学習：(1) 次回の授業時に触れるunitにおいて、わからない
語彙や言い回しについて、英和辞書で調べておいてください。
（20分）
(2) 次回の授業範囲であるテキストの問題を解いておいてくだ
さい。（30分）

事後学習：授業時に説明した事柄（とくに語法・語彙・言い回
しについて）復習してください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点: 20%（学習状況、課題提出、授業への参加度等）
（到達目標⑥⑦）
・小テスト: 20 %（ボキャブラリーテスト） （到達目標
①②③④）
・定期試験: 60% （到達目標①②③④⑤⑥）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate Abroad
[Author(s)] Simon Cookson, Chihiro Tajima
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-4-86312-277-2
[Comments] 2017年出版 2000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書等については、授業中に必要に応じて推薦します。
質問等はEメールにて受け付けます（初回の授業時にメー
ルアドレスを教えます）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業では、必ず英和辞書を持参してください（ス
マートフォンを辞書代わりとすることは禁止です）。授業
中、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁止で
す。また、他の受講生の迷惑となる行為や、授業の進行を
妨げる様な行為（例：授業とは関係のない私語、授業の内
容の録画、撮影あるいは配信等の行為） は絶対にしない
でください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction and Some Warm-ups
2. Unit 1: My Suitcase Is Overweight
3. Unit 2: I’m Suffering from Jet Lag
4. Unit 3: Each Host Family Is Different
5. Unit 4: I’m Experiencing Culture Shock
6. Unit 5: My Dormitory Is too Noisy
7. Unit 6: How Can I Make Friends?
8. Unit 7: What Should I Talk About?
9. Unit 8: I Feel Homesick
10. Placement Test
11. Unit 9: How Do I Order Food?
12. Unit 10: I Lost My Passport
13. Unit 11: I Need to Go to Hospital
14. Unit 12: I Don’t Want to Leave
15. Review



2019-SJ00009602-07フレッシュマン・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&L-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to improve their speaking,
listening and reading skills and get familiar with different countries
and different cultures.
Students will be divided into six groups. Each week, one group of
students will make a presentation related to the content of the previous
class.
Each week, before the class ends, students will also be assigned
homework for the next week.
Every  four weeks, there will also be a test based on the content of
previous classes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(技能)

2. Students will have a basic knowledge of different courties and
different cultures and gain the confidence to communicate in
English.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to become an
automous English learner.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標3)
Presentations (2 times): 25% (到達目標2, 3)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 2)
Written report: 20% (到達目標2, 3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Globe Trotters
[Author(s)] Carmella Lieske
[Publisher] Cengage learning
[ISBN]978-1-285-19750-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Each week, before the class starts, one group of students will make a representation
related to the content of the previous class.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the next
week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to the final
score.

Students must prepare for the tests carefully and attend the tests.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination period.
There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction [Unit 1 Spain]

Week 2
Unit 2 China/ Homework: prepare a presentation on the topic "China"

Week 3
Presentation/ Unit 3 Peru/ Homework: prepare a presentation on the topic "Peru"; learn
words on page 26

Week 4
Presentation/ Unit 4 Tokyo/ Homework: prepare a presentation on the topic "Manners in
Japan"; finish questions on page 31

Week 5
Test 1 (Unit 1̃4)/ Presentation/ Unit 5 New York City/ Homework: prepare a presentation
on the topic "My favorite New York thing"

Week 6
Presentation/ Unit 6 Antarctica/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Antarctica"; finish questions on page 47̃48

Week 7
Presentation/ Unit 7 India/ Homework: prepare a presentation on the topic "India"

Week 8
Presentation/ Unit 8 New Zealand /Homework: prepare a presentation on the topic "New
Zealand"

Week 9
Test 2 (Unit 5̃8)/ Presentation/ Unit 9: Africa/ Homework: prepare a presentation on the
topic "Africa"; learn words on page 68

Week 10
Placement test

Week 11
Presentation/ Unit 10 Cambodia/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Cambodia"; finish questions on page 71

Week 12
Presentation/ Unit 11 Egypt/ Homework: prepare a presentation on the topic "Pyramids";
learn words on page 78

Week 13
Presentation/ Unit 12 Italy/ Homework: prepare a presentation on the topic "Italy"; finish
questions on page 89

Week 14
Test 3 (Unit 9̃12)/ IELTS reading practice

Week 15
Final presentation/ Written report collection
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岡　俊房

◎－－－　概要　－－－◎

Reading（おもに「精読」と「朗読（音読）」）とListening（お
もに精聴）の演習を行う。また、速読や多聴の効果的方法につ
いても学ぶ。
　事前・事後学習としては、ＣＤ付の教科書の解説・対訳を参
考にして、（１）英文の音声を聴き、（２）語彙や構文を確認
し、（３）英文を書き写し、（４）音読する。随時小テストを
実施する。
　音源として有名なスピーチ等の本人音声等が収録されている
付録ＣＤをスマートフォン等に取り込んで、いつも聴いて音楽
のように楽しんで、言葉の持つ「音」の力を感じてほしい。
（YouTube等で関連動画も検索可能）

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語読解およびリスニングに必要な語彙･文法に関わる基本的
な知識を身につける。(知識・理解)

英語読解およびリスニングに必要な基本的「読解力」を身につ
ける。(技能)

異なる世界への窓となる英語（外国語）を積極的に学ぶ態度を
身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
（１） チャプター冒頭の”About the Story”を読んで「背
景」を理解する。
（２） ＣＤで英文の音声を聴いて、「音」を味わう。
（３） 可能なら、ＤＶＤやYouTube動画を見る。
（４） 対訳を読んで「内容」を確認する。
（５） 英文を「一読」する。
（６） もう一度英文を読み、知らない「語句」を注釈・対
訳・辞書で意味を確認する。
（７） 英文を見ながらＣＤ音声を聴いてどのように「声」
を出しているか確認する。
【復習】
（８）ＣＤにあわせて音読する。
（９）ＣＤ無しで音読する。
（１０）スマートフォンなど入れて「通学中」に繰り返し聴
く。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点５０％（学習状況、小テスト等）
・定期試験５０％
（いずれも全到達目標に関して総合的に評価します。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「感動する英語！」
[Author(s)] 近江　誠
[Publisher]文藝春秋
[ISBN] 4－16－365510－7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業のイントロ
２．チャールズ・チャップリン「独裁者」（１）
３．チャールズ・チャップリン「独裁者」（２）
４．チャールズ・チャップリン「独裁者」（３）
５．ビル・クリントン「不適切な関係」（１）
６．ビル・クリントン「不適切な関係」（２）
７．ビル・クリントン「不適切な関係」（３）
８．ピーター・シェファー「アマデウス」（１）
９．ピーター・シェファー「アマデウス」（２）
10．プレイスメントテスト
11．キング牧師「私には夢がある」（１）
12．キング牧師「私には夢がある」（２）
13．キング牧師「私には夢がある」（３）
14．キング牧師「私には夢がある」（４）
15．キング牧師「私には夢がある」（５）
（進行状況により調節します。）
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キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice Reading and Listening
skills.
While classes will focus on reading and listening, the class will also
involve writing and  speaking activities.
Students will complete weekly homework activities.
A mid-term test, and a final test.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain
grammar points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will read and comprehend a wide range of topics.(知識・
理解)

2. Vocabulary knowledge will improve.(知識・理解)

3. Students will write on a wide range of topics.(知識・理解)

4. Students will fine tune their listening skills with a variety of
listening tasks on various topics.(技能)

5. Students will demonstrate their reading and thinking skills in
communication with other students in class.(技能)

6. Student’s  general 4 skills (reading, writing, listening and
speaking), will improve.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30
minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/
interview, journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30
minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
20% - Classwork and Activities (到達目標1,5)
10% - Vocabulary Homework (到達目標2)
10% - Writing Homework (到達目標3)
10% - Listening Homework (到達目標4)
10% - Other Homework (到達目標1,6)
20% - Midterm Test (到達目標1,4)
20% - Final Test (到達目標1,4)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Reading Explorer Foundations (Second Edition)
[Author(s)] Becky Tarver-Chase, David Bohlke
[Publisher] Cengage Learning K.K.
[ISBN] 9781305254503
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class; for
checking phone during class; for not concentrating during class; for speaking
Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with teacher’s
instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will effect your
overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given by
the teacher.

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview
Classroom guidelines and syllabus
Introduction to textbooks (Reading Explorer Foundations), weekly quiz format,
homework guidelines, and other course materials)
2 Theme 1: Mysteries / Reading skill: scanning / Textbook reading: Unit 1A -
Have Aliens Visited Us? / Listening Task 1 / Homework 1 /
3 Theme 1: Mysteries / Reading skill: skimming / Textbook reading: Unit 1B
- The Lost City of Atlantis / Listening Task 2 / Homework 2 /
4 Theme 2: Favorite Foods / Reading skill: identifying the parts of a passage /
Textbook reading: Unit 2A - The History of Pizza / Listening Task 3 / Homework
3 /
5 Theme 2: Favorite Foods / Reading skill: pronoun reference / Textbook
reading: Unit 2B - The Hottest Chilies /  Listening Task 4 / Homework 4 /
6 Theme 3: Cool Jobs / Reading skill: finding the correct definition of a word
in a dictionary / Textbook reading: Unit 3A - Training Grizzlies! / Listening Task
5 / Homework 5 /
7 Theme 3: Cool Jobs / Reading skill: understanding the use of commas /
Textbook reading: Unit 3B - Getting the Shot / Listening Task 6 / Homework 6 /
8 Mid-Term Test + Theme 4: Shipwrecks / Reading skill: identifying a
paragraph's main idea / Textbook reading: Unit 4A - I've Found the Titanic! /
Listening Task 7 / Homework 7 /
9 Theme 4: Shipwrecks / Reading skill: recognising compound subjects and
objects / Textbook reading: Unit 4B - Treasure Ship / Listening Task 8 / Homework
8 /  + Theme 5: Science Investigators / Reading skill: inferring meaning / Textbook
reading: Unit 5A - At the Scene of a Crime  / Listening Task 9 / Homework 9 /
10 PLACEMENT TEST
11 Theme 5: Science Investigators / Reading skill: identifying the purpose of
a paragraph / Textbook reading: Unit 5B - The Disease Detective / Listening Task
10 / Homework 10 /
12 Theme 6: Explorers and Pioneers / Reading skill: creating a timeline of
events / Textbook reading: Unit 6A - Who Was Sacagawea? / Listening Task 11 /
Homework 11 /
13 Theme 6: Explorers and Pioneers / Reading skill: understanding compound
nouns / Textbook reading: Unit 6B - Polar Pioneer / Listening Task 12 / Homework
12 /
14 Review and complete unfinished sections in Units 1-6. / Final Submission
of homework portfolios /
15 Final Test
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鈴木　繁

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業ではまず最初に英文テキストの読解を行います。文
法事項を踏まえて正確に意味内容を理解することが求められま
す。難解な英文を長時間かけて、こまごまと読んでいくという
より、限られた語彙からなる平易な文章を、素早く正確に読ん
でいくことに重点が置かれます。この部分については予習が必
要です。
　続いて、英文のテープを聴いて、リスニングの訓練を行いま
す。素早く的確に英文の内容を把握し、単語等を耳で聴き取る
と同時に、それを正しいスペリングで綴ることが求められま
す。
　リスニングに引き続き、文法知識、語彙力、テキストの理解
度等を問う練習問題を行います。この部分についても予習が必
要とされます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を正確かつ論理的に読解し、その意味内容を正しく把握す
ることが出来る。(知識・理解)

英語を物理的に耳で聴き取れると同時に、シチュエーションに
応じて、想像力を働かして、意味を理解することが出来る。
(知識・理解)

高校時代に学んだ英文法の知識を再確認し、その定着を図る。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業に先立って、必ず予習が必要となります。予習が
必要な箇所は、リーディングと練習問題の部分です。
　また授業終了後も、学習内容を定着させるため、しっかり予
習を行い、学期末の試験に備えてください。
　予習・復習を併せた授業時間外学習の時間は、毎週約1時間
を要します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　リーディングおよび練習問題に関しては、怠りなく予習して
きているか否かを、授業中、学生に当てながらチェックしてい
きます。リスニングについても、解答終了後、学生を指名し
て、答え合わせを行います。その結果を参考とし、普段の授業
に臨む態度を加味して、平常点を定めたいと思います。その上
で定期試験の点数を平常点とプラスして、最終的成績評価を定
めます。
　原則として定期試験を5割、平常点を5割として評価を行いま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Japan Goes Global!
[Author(s)]Stuart Gale他
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17860-6 C0082
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の授業には、必ず辞書を持参してください。
　演習科目ですので、とにかく授業の場に欠かさず積極的
に参加することが求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 講義の目標と進め方について
（2－15回は下記の通り、テキストに沿って、各テーマお
よび文法事項について学習します）
2. One Piece（語彙）
3. Japan's Company Culture（名詞・代名詞）
4. Japanese Animation（形容詞）
5. Superstitions（動詞）
6. Bousouzoku（副詞）
7. Japanese Students Sleep in Class（前置詞）
8. Onsen（接続詞）
9. Virtual love（助動詞）
10.プレイスメント・テスト
11.Otaku（受動態）
12.Food Culture（分詞・不定詞・動名詞）
13.Kanji（冠詞）
14.Gambling（関係詞）
15.Pop Peace（比較）
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藤瀬　信子

◎－－－　概要　－－－◎

　身近な健康や食の問題をテーマにした文を読み､英語力を養
う｡
　毎回、本文部分は事前にパラグラフ毎に自発担当者を決め、
何が書いてあるか説明する。確認問題等は指名制とする。
　また、作文力をつけるため、小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙力をつける。各ユニットに出てくる語句を確実に憶える。
(知識・理解)

読解力をつける。各ユニットに出てくる文章を、文法に沿って
正しく理解する。(知識・理解)

作文力をつける。ユニットに出てきた英文をモデルに、言い換
え、書き換えをする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：予定のユニットの下読み、練習問題の準備。小テストの
準備。
復習：予習時に不確かだった箇所や間違っていたところを再確
認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（授業意欲等）４０％と
定期試験６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Better Health for Every Day
[Author(s)] Amy Mukamuri,西原 俊明 他
[Publisher]　金星堂
[ISBN]9784764739833
[Comments]１９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 必ず予習して出席すること。
欠席は、平常点（授業意欲等）の評価が下がるため減点と
なる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方、成績評価の基準な
どの説明。
（2-14回はテキストに沿って進む）
2-3 unit1 Fuel Your Body and Mind
3-4 unit2 What Helps Keep a Doctor Away?
5-6 unit3 Laughing Will Save You from Going Crazy
6-7 unit4 The French Paradox
8-9 unit5 Americans' Interest in Sushi
10 プレイスメントテスト
11-12 unit6 Don't Stay Away from Natto
12-13 unit7 Acute Alcohol Intoxication Can Kill You
14-15 unit8 Is Snoring a Bad Sign?
      まとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

古川　武史

◎－－－　概要　－－－◎

世界の様々な国やその文化や歴史について書かれたテキストや
付属のDVDを用い、リーディング力，リスニング力、語彙力の
強化を目的とし、演習形式で授業を進めていきます。したがっ
て、毎回の予習は必要不可欠です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読んで、内容を理解する。(技能)

英文を聞いて、内容を理解する。(技能)

伝えたいことを英語で表す。(技能)

使える語彙を増やす。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習: Warm-up Exercisesをクイズ感覚でやり、その国のイ
メージを持つ。Readingを読む前に、Vocabulary Exerciseを解
き、本文を読んだ後、知らない単語等があれば，辞書で調べ、
訳しておくこと。その後Reading Comprehensionの設問に答え、
正しく読めたかを確認する。DVDを見る前にVocabulary
Previewで語彙を確認すること。DVDを見た後は、内容に関す
る設問があるので、解いておく。
事後学習: 学習したChapterのReadingを読み直し、DVDを再度聞
く。授業で学習したことを確認し、小テストに備える。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、予習の有無、授業中の態
度、小テストなど授業に臨む姿勢、期末テストを総合的に評価
します。期末テスト(60%)、小テスト（20％）、授業に臨む姿
勢(20%)　
欠席が多くなると、授業の理解度が低下するばかりか、演習
（授業に臨む姿勢）や小テストでの評価がなされず、単位取得
が難しくなる場合があります。
なお、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]On Board for More World Adventures
[Author(s)] Berlin, S.他著
[Publisher]Kinseido
[ISBN]978-4-747-3991-8

◎－－－　参考書　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業には辞書を持参し、必ず予習をして臨んでく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1．はじめに　授業目標と進め方
  2．Chapter 1 Australia
  3．Chapter 2 Indonesia
  4．Chapter 3 Singapore
  5．Chapter 4 China
  6．Chapter 5 Argentina
  7．Chapter 6 Mexico
  8．Chapter 7 Germany
  9．Chapter 8 Finland
10．プレイスメント・テスト
11．Chapter 9 Poland
12．Chapter 10 Spain
13．Chapter 11 Greece
14．Chapter 12 Kenya
15．期末テスト
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

吉村　治郎

◎－－－　概要　－－－◎

「奇跡、感動、サクセスにまつわる世界の知られざる物語」を
集めたテキストを使用して、楽しみながら英語学習を進めてい
きます。
　授業の初めに５分間のリスニングの練習をしその後テキスト
の構成に従って以下の学習をします。

１．語彙の点検
２．本文の英語を素早くしかも正確に理解する力をつけていき
ます
３．本文に関する練習問題
　　練習問題と取り組むことによって、英文に対する理解度を
深めていきま　　　す
４．読後に英語で自分の意見を書く
５．世界には多種多様な文化があり、考えがあります。こうし
た点も英語学習　　を通して学び知的教養の向上を目指します

　　なお、毎回宿題を出し担当者に次の授業で発表していただ
きます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．英語の速読速解能力の養成(技能)

２．英語に対する深い理解力と知識の獲得(知識・理解)

３．リスニング能力養成(技能)

４．英語による自己表現能力（英作文）の向上(技能)

５．異文化に対する理解を深めることで国際的視野を広げ知的
教養を高める(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

〇予習：授業で取り上げる予定の英語本文をパラグラフ単位で
読み、文の要旨を把握する。その際、一文ずつこだわりながら
辞書を引いて読むのではなく、未知の単語があってもそのまま
読み進めることが大切。そして最後に未知の単語の意味を調べ
る。もう一つ大事な点は、英文和訳をするのではなく、英文を
前から順番に読んで理解することが大切（即読即解）。（30
分）

〇復習：授業で学習した英文をもう一度、予習の時と同じ要領
で読んでいく。次に授業で学んだ点を再点検する。またメモを
した内容をもう一度確認する。（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

〇定期試験（語彙力、英語理解力、英語による自己表現能力、
異文化理解）80％
〇平常点（宿題提出率、授業態度、その他）20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Reading Trek
[Author(s)]Noriko Kurihara, Anthony Allan
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN]978-4-7647-4081-5 C1082
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．授業に熱心に取り組むためには予習が大切です。予習
を通して自分なりの問題意識をもって授業に臨んでくださ
い。
２．出席、授業態度を重視します。欠席の場合は友人を通
して事前に伝言を依頼するか、次の授業で休んだ理由を知
らせてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書の構成に従って次の通り学習を進めます。
カッコ内は学習内容（注　read.＝reading, ex.＝exercise）

１．授業の概要、進め方、留意点その他の必要な　　説
明。

２．Story 1 Seeing with Soud　　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
 
３．Story 2 Cobra Villages 　　　　　　　　　　　　 (read.,
ex.)

４．Story 3 Magic or Men？(read.,ex.)

５．Story 4 May's Silent Promise　　　　　　　　　 (read.,
ex.)
６．Story 5 The Mystery Word　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
７．Story 6 Home is Home(read.,ex.)

８．Story 7 Mr. Mollah's Birds　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
９．Story 8 Rising from Rock Bottom　　　　　　　　
(read.,ex.)
10.プレイスメントテスト

11.Story 11 From Rags to Riches　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
12.Story 12 Priceless Courage　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
13.Story 13 Another Battle　　　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
14.Story 14 Nehanda's Bones　　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
15.Story 15 A Trickle Effect　　　　　　　　　　　　(read.,
ex.)
　　　　授業のまとめおよび試験範囲の発表
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

木山　直毅

◎－－－　概要　－－－◎

論理的に物事を考え，人の意見を読み聞きし，得た情報を簡潔
に整理することは大学生活に限らず今後どのような場面におい
ても重要な作業になる。そこで本科目では比較的平易な英語で
書かれたエッセイを聞き，リスニングの際に情報の取捨選択を
できるよう練習をする。また各文の繋がりを理解しながら聞き
取ることができるように練習する。本科目は大きく(i)英文を読
み聞きすることに加え(ii)得た情報をまとめるという2つの作業
を授業中に行う演習科目であり積極的な授業参加が強く望まれ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で使われている未知語の意味を聞きながら推測できるよ
うになる。(技能)

聞き取った内容の要点をその場でまとめられるようになる。
(技能)

聞き取った情報を論理的に整理し，内容を理解できる。(知
識・理解)

聞き取った情報の前後の繋がり図式化できるようになる。(技
能)

重要な情報を取捨選択しながら聞き取れるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・「教科書の各ユニットに付属しているpre-reading tasksを行う
こと。（30分）」
・「教科書の各ユニットに付属しているpost-reading tasksを行う
こと。（30分）」
・「授業で指定される課題をグループメンバーで協力して終わ
らせること（60分）」

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内課題の取り組み　20%
・課題　30%
・定期試験　50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]: English Stream
[Author(s)] Osamu Takeuchi et al.
[Publisher] 金星堂
[Price] Y1800
[ISBN] 978-4-7647-4079-2
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻者は当日の授業直後に申告すること。それ以外での申
告は遅刻と認めない（尚，欠席扱いになったとしても受講
の権利は残る）。またインフルエンザや入院といった事情
で欠席した際は大学が定める書類を提出することによって
扱いを考慮する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Unit 1
3. Unit 2
4. Unit 4
5. Unit 5
6. Unit 6
7. Unit 7
8. Unit 8
9. Unit 9
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 10
12. Unit 12
13. Unit 14
14. Unit 15
15. ふりかえり
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to improve their speaking,
listening and reading skills and get familiar with different countries
and different cultures.
Students will be divided into six groups. Each week, one group of
students will make a presentation related to the content of the previous
class.
Each week, before the class ends, students will also be assigned
homework for the next week.
Every  four weeks, there will also be a test based on the content of
previous classes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(技能)

2. Students will have a basic knowledge of different courties and
different cultures and gain the confidence to communicate in
English.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to become an
automous English learner.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標3)
Presentations (2 times): 25% (到達目標2, 3)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 2)
Written report: 20% (到達目標2, 3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Globe Trotters
[Author(s)] Carmella Lieske
[Publisher] Cengage learning
[ISBN]978-1-285-19750-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Each week, before the class starts, one group of students will make a representation
related to the content of the previous class.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the next
week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to the final
score.

Students must prepare for the tests carefully and attend the tests.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination period.
There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction [Unit 1 Spain]

Week 2
Unit 2 China/ Homework: prepare a presentation on the topic "China"

Week 3
Presentation/ Unit 3 Peru/ Homework: prepare a presentation on the topic "Peru"; learn
words on page 26

Week 4
Presentation/ Unit 4 Tokyo/ Homework: prepare a presentation on the topic "Manners in
Japan"; finish questions on page 31

Week 5
Test 1 (Unit 1̃4)/ Presentation/ Unit 5 New York City/ Homework: prepare a presentation
on the topic "My favorite New York thing"

Week 6
Presentation/ Unit 6 Antarctica/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Antarctica"; finish questions on page 47̃48

Week 7
Presentation/ Unit 7 India/ Homework: prepare a presentation on the topic "India"

Week 8
Presentation/ Unit 8 New Zealand /Homework: prepare a presentation on the topic "New
Zealand"

Week 9
Test 2 (Unit 5̃8)/ Presentation/ Unit 9: Africa/ Homework: prepare a presentation on the
topic "Africa"; learn words on page 68

Week 10
Placement test

Week 11
Presentation/ Unit 10 Cambodia/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Cambodia"; finish questions on page 71

Week 12
Presentation/ Unit 11 Egypt/ Homework: prepare a presentation on the topic "Pyramids";
learn words on page 78

Week 13
Presentation/ Unit 12 Italy/ Homework: prepare a presentation on the topic "Italy"; finish
questions on page 89

Week 14
Test 3 (Unit 9̃12)/ IELTS reading practice

Week 15
Final presentation/ Written report collection
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の好き嫌いに関わらず、海外の映画、ドラマ、動画、音楽
を楽しむ人は多いでしょう。この授業では、アメリカで2009年
から2015年にかけて6シリーズで放映された人気TVドラマ『グ
リー』を使ったテキストを使い、実践的な英語を学習します。
ダンスと合唱を組み合わせたパフォーマンスをするグリー部に
所属する高校生たちの日常生活を見ながら、英語のフレーズを
暗記するだけではなく、それが実際にどのような場面で使える
のかを理解したり、CALL教室のシステムを使って、自然な英
語の発音や聞き取りの練習をしたりすることで、「使える英
語」を身に付けましょう。また、アメリカ文化について本テキ
ストで学んだことをきっかけに、自分でもリサーチをして知識
を深めましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①口語表現を含め、英語の語彙を身につける。(知識・理解)

②自然な英語を聞き取ることができる。(技能)

③英語で書かれた文章の内容が理解できる。(技能)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各Unitの最初のページにあるVocabulary A, Bの問題（60
分）
復習：小テストの準備と、各Unit3ページ目にあるPartial
Dictationの音読（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として評価します。
(1)授業参加態度 20%（到達目標④）
(2)小テスト　30%（到達目標①）
(3)最終試験　50%（到達目標①②③）
注1：欠席は、(1)(2)の評価ができないため、減点の対象になり
ます。
注2：このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
注3：最終試験を受けない場合は、他の評価が満点であって
も、60点に満たないので単位を取得することはできません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Communicate in English with glee─The Road to
Sectionals（『グリー』で学ぶコミュニケーション英語②
地区大会への道）
[Author(s)]　角山照彦、Simon Capper（編）
[Publisher]　松柏社
[ISBN] 978-4-88198-742-1
[Comments] 価格2,200円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初の授業で音声のダウンロードなど、重要な説明をする
ので、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 講義概要説明
2. Unit 1　確認する　現在完了
3. Unit 2　依頼する　動名詞
4．Unit 3　話を切り出す　関係詞
5. Unit 4　援助を申し出る　比較
6. Unit 5　反論する　不定詞
7. Unit 6　許可を求める　進行形
8. Unit 7　怒りを表す　使役動詞
9. Unit 8　謝罪を受け入れる　助動詞
10. プレイスメントテスト
11. Unit 9　話に割り込む　受動態
12. Unit 10　説得する　仮定法
13. Unit 11　驚きを示す　不定詞
14. Unit 12　助言をする　仮定法
15. 最終試験
（進捗状況によって、変更になることがあります。）



2019-SJ00009603-01フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LE) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、TOEIC L&Rの実践的な問題集（Step-Up Skills for the
TOEIC Listening and Reading Test: Level 1 Basic）を用い、標準的な
スコア（ 500点～）の獲得を図るものです。同時に、TOEIC S&W
で求められる、様々な場面に適した英語表現を習得するために、
スピーキングとライティングのアクティヴィティにも取り組み、
技術の向上を目指すものです。

・リスニング、リーディング
リスニングおよびリーディングの技術を向上させるために、教科
書の試験形式の問題に取り組み、ビジネスや日常生活における
様々な場面における描写、応答、説明に関する会話や英文に触れ
ていきます。様々な種類の英語に触れることで、英語で聞く力・
読む力を養成します。語彙および文法に関する小テストでは、英
文法の知識の改善を図ります。

・スピーキング、ライティング
英語でのコミュニケーション能力を向上させ、TOEIC S&Wにも
対応した英語力を身に付けるために、スピーキングとライティン
グのアクティヴィティにも取り組みます。
具体的には、5分程度で完結する、ある状況の描写や個人的な意
見の陳述、Eメール作成などの課題を、週毎に授業内で提示する
予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの解法を理解することができる。(知識・理解)

②ビジネスや日常生活などそれぞれの場面で、英語を適切に使用
することができる。(知識・理解)

③目標とするスコア（500点～）に到達することができる。(技能)

④自律的な英語学習者になれるように、自主的に英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：次のUnitのリーディングおよびリスニング（出版社の
ウェブサイトにて無料配布）の予習を行なってください。特に
"Photographs" と "Single Passages" の問題は、スピーキング、ライ
ティングのどちらでも表現できるように準備をしておいてくださ
い（45分）。

・復習：前回授業の復習を行ってください。特に小テストの対策
として、"Vocabulary" と "Incomplete Sentences" の確認は重点的に
行なってください（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績
評価します。

平常点40%（到達目標④）
スピーキング課題10%（到達目標②③）
定期試験50%（到達目標①②③）

遅刻をくりかえしたり、欠席が1/3を越えると平常点の評価が困難
になりますので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Step-Up Skills for the TOEIC Listening and Reading
Test: Level 1 Basic
[Author(s)] Yasuyuki Kitao et. al
[Publisher] Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15614-9
[Comments]1700円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業時にはテキストを購入し、持参しておくこと。
また、授業には必ず辞書（電子辞書可）を持ってくるこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 1 動詞（1）
3. Unit 2動詞（2）
4. Unit 3 動詞（3）
5. Unit 4 代名詞
6. Unit 5 不定詞と動名詞（1）
7. Unit 6  不定詞と動名詞（2）
8. ふりかえり
9. Unit 7 名詞・冠詞・数量詞（1）
10. Unit 8 名詞・冠詞・数量詞（2）
11. Unit 9 仮定法
12. Unit 10 分詞
13. Unit 11 関係詞
14. Unit 12 接続詞
15. まとめ



2019-SJ00009603-02フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LE) IA-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class. There will be homework for students
to complete each week. Homework will include speaking practice,
presentation preparation and vocabulary exercises. Students will listen
to TED talks in English and study presentation skills which will be
used in class. There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English (without using
any Japanese) for at least 10 minutes by the end of the semester. (技
能)

Students will increase the vocabulary necessary to better understand
global topics. (知識・理解)

Students will learn presentation skills(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English (30 minutes). In
addition, students should preview vocabulary before each unit. A
handout of important vocabulary items for each unit will be given to
students to complete (30 minutes). In addition, students will need to
prepare for short presentations in class (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Participation 20%
Speaking homework 30%
Vocabulary homework 20%
Presentations 30%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]21st Century Communication
[Author(s)] Lida Baker & Laurie Blass
[Publisher]National Geographic Learning
[ISBN]9781337688598
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, paper and pen to every class. You
should check your class blog every week. The blog address will
be given at the beginning of the semester. Students should
contact the teacher by email as soon as possible if they are going
to miss class.

The teacher's office hour is on Wednesdays from 12:30 ̃ 14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1. Introduction and course outline. Homework: Unit 1
vocabulary.
Week 2. Unit 1. Homework: Speaking homework.
Week 3. Unit 1 TED Talk. Homework: prepare group
presentation.
Week 4. Unit 1 and Group presentations. Homework: Unit 2
vocabulary.
Week 5. Unit 2. Homework: Speaking homework.
Week 6. Unit 2 TED Talk. Homework: email poster presentation
topic and speaking homework.
Week 7. Poster presentation preparation. Homework: complete
presentation for next class.
Week 8. Poster presentations. Homework: Unit 3 vocabulary.
Week 9. Unit 3. Homework: Speaking homework.
Week 10. Unit 3 TED Talk. Homework: Unit 4 vocabulary.
Week 11. Unit 4. Homework: Speaking homework.
Week 12. Unit 4 TED Talk. Homework: Speaking homework.
Week 13. Presentation preparation. Homework: complete
presentation.
Week 14. Final presentations.
Week 15. Final presentations.



2019-SJ00009603-03フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LE) IA-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に
答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりませ
ん。宿題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをした
り、会話テストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(知識・理解)

日常のスピーキング(知識・理解)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキスト
の部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題
と、ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ
毎週、小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼン
テーションか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授
業外での準備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
10%   プレゼンテーション１（4週目）　
10%   会話テスト１ （8週目）　
20%   プレゼンテーション２　（11週目）
20%   会話テスト２ （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question が
あります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、より長
い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書くた
めのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 2A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620250
[Comments] オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してください。
しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質問をし
たりプレゼンテーションをしているときには聞きましょう。ちゃん
と参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるような学生は、減
点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてください。
遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テストを
受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テストを受け
損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大幅
に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダウ
ンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class writing. 宿
題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終わ
らせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1 の練
習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わら
せ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ランダ
ム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3 Self-
Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿題:
Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を終
わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus. プレ
ゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る. 宿
題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わらせる.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わら
せる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション2 の
練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-Study
& Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 -  小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study &
Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellw4.blogspot.com)



2019-SJ00009603-04フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LE除く) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICのスコアアップを目標に、グローバル社
会で必要とされる実用的かつ総合的な英語能力を養成します。
TOEIC® Listening & Readingテストに頻出するジャンル別に頻
出の語句や問題をこなすことができるテキストを使用します。
TOEICテスト受験のテクニックだけではなく、毎授業において
行う小テスト、ディクテーションや文法知識の確認を通して、
語彙力や文法力を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC形式の問題を繰り返すことで問題形式に慣れる(技能)

TOEICの頻出語句や文法事項を習得することができる(知識・
理解)

学んだ英語の表現を日常生活において使用できるようになる
(技能)

聞き取りを通して、内容のポイントを抑えることができるよう
になる(技能)

課題に取り組むことはもちろん、授業外においても、積極的に
英語に触れるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング問題には毎日触れるようにして
ください。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
・小テスト20％ (計10回)
・クラス内テスト50％ （Reading 25%, Listening 25%）
クラス内テストについて、やむを得ない事情（伝染病の罹患な
ど）によって欠席した場合、正式な書類(医師の診断書等)の提
出があれば別日にテストを実施する。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]TOEIC® Test Trainer Target 470, Revised Edition
[Author(s)]Masahiko Yamaguchi / George W. Pifer
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-4-86312-260-4
[Comments]テキスト価格￥2,000+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2．Pre-test、テスト形式を知る
3. Unit 1 予定（動詞・五文型）
4. Unit 2 数量を尋ねる（名詞）
5. Unit 3 命令・依頼（形容詞・副詞）
6. Unit 4 広告・宣伝（フレーズ・リーディング）
7. Unit 5 時間を尋ねる（動名詞）
8. Unit 6 場所を尋ねる（to 不定詞）
9. Unit 7 確認 (分詞)
10. Unit 8 留守電 (スキャニング)
11. Unit 9 アドバイス（受動態）
12. Unit 10 誘い（比較）
13. Unit 11 申し出（関係詞）
14. Unit 12 講演者紹介(スキミング)、復習
15. クラス内テスト、総括



2019-SJ00009603-05フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LE除く) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

岩崎　一恵

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語検定試験の受験を念頭に置
き、リスニング分野、リーディング分野のトレーニングを通し
て、語彙の拡充、文法事項の確認、さらに文化的背景の理解を
深めることにより、英語の総合力の増強を図ります。テキスト
はTOEIC受験に備えたものを用いますが、プリントなどにより
TOEFL、STEP、IELTSの問題演習なども行います。原則とし
て、毎回ミニテストを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種主要英語検定の目的・特徴・違いを知ることができる(知
識・理解)

TOEIC Testの出題形式の特徴を知ることができる(知識・理解)

TOEIC TestのPart 1̃7のそれぞれの解放のコツを習得できる(技
能)

予習をすることにより、授業において自分の着目すべきポイン
トがわかる(技能)

復習をすることにより、英語力を確実なものにすることができ
る(技能)

自律的な英語学習を行うことによって、緊張感をもって、積極
的に授業参加できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は必須です。授業は予習（60分）をしてきていることを前
提に行います。次の授業で行うUnitの各演習を行ってきます。
詳しい予習のやり方は初回の授業で指示します。予習において
はテキストの問題演習を行い、特に「自分が良く分からないと
ころはどこなのか」を明らかにしましょう。また、ミニテスト
のために復習（30分）を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
授業中の活動（受講態度・授業への貢献度・小テスト）…30％
最終総合試験(インクラス)…30%
定期試験…40％
上記の割合を目安とする。ただし、本時受講期間中に各種英語
検定試験を受験した場合、その結果の証明を添えて報告した場
合、これを成績評価に加味することがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]TOEIC L&R Test：On Target[Author(s)]大賀リヱほか
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17874-3[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業はテキストを持参のうえ、必ず出席すること。
毎時間テキスト・辞書・筆記用具（鉛筆・消しゴム）など
を持参すること。授業中の携帯電話・スマートフォン・タ
ブレットなどの使用、ほかの授業の予習復習など本時に関
係のない行為、飲食などは禁止。欠席・遅刻・授業中のト
イレ退出は厳に慎むこと。その他詳細については、初回の
授業で説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業ガイダンスと各種検定試験の概要な
ど）
2. Unit 1 Travel (Word Forms)　
3. Unit 2 Health (Tricky Prepositions)・確認テスト1
4. Unit 3 Entertainment (Essential Comparatives)・確認テスト
2
5. Unit 4 Going House Hunting (Articles and Quantifiers)・確認
テスト3
6. Unit 5 Ecology (Participles)・確認テスト4
7. Review Test 1(Units 1-5)・確認テスト5
8. Unit 6 Careers and Employment (Future tense)・確認テスト
6
9. Unit 7 Advertisements and Sales Campaign (Subject-Verb
Agreement)・確認テスト7
10. Unit 8 Communications (To+Verb vs Verb+ING)・確認テ
スト8
11. Unit 9 Complaints and Troubleshooting (Past Modals with
"have")・確認テスト9
12. Unit 10 Innovations and Technology (Conditional
Sentences)・確認テスト10
13. Review test 2 (Units 6-10)・確認テスト11
14. Consolidation・確認テスト12
15. インクラス最終総合試験
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

團迫　雅彦

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では，TOEICのスコアアップに必要である各パートの
特徴とその攻略法について，頻出問題を解くことで理解するこ
とを目的とする。また，TOEICで使われる基本的な語彙を学習
したり，英文法の基礎事項などもあわせておさえていく。ま
た，確認テストを受けることで，学習内容の定着化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングで大まかな内容が理解できる。(知識・理解)

②語彙・文法が理解できる。(知識・理解)

③時間内に問題を解くことができる。(技能)

④ビジネス文書や英字新聞の記事に興味を持って、主体的に読
むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitのStep 1, 2の予習（予習課題）。（60
分）

復習：復習小テスト（語彙・文法・音声）の準備。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：10%（到達目標①②③④）
・予習課題：10%（到達目標①②④）
・復習小テスト：10%（到達目標①②③）
・中間試験：20%（到達目標①②③）
・定期試験：50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC Test Pre-Intermediate／
『レベル別TOEIC L&Rテスト実力養成コース：準中級
編』
[Author(s)] 溝口優美子・柳田真知子
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments] テキスト価格　2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の冒頭に復習テストを行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や評価，復習テストと予習課
題についての説明を行う。
2. Unit 1: Travel（旅行に関する表現・名詞）
3. Unit 2: Dining Out（食事に関する表現・形容詞）
4. Unit 3: Media（メディアに関する表現・副詞）
5. Unit 4: Entertainment（エンターテインメントに関する表
現・時制）
6. Unit 5: Purchasing（買い物に関する表現・主語と動詞の
一致）
7. Unit 6: Clients（顧客との取引に関する表現・能動態／受
動態）
8. 中間試験：1～7回目の授業までの内容に関する試験
9. Unit 7: Recruiting（求人に関する表現・動名詞・不定
詞）
10. Unit 8: Personnel（人事に関する表現・代名詞）
11. Unit 9: Advertising（広告に関する表現・比較）
12. Unit 10: Meetings（会議に関する表現・前置詞）
13. Unit 11: Finance（予算に関する表現・接続詞）
14. Unit 12: Offices（オフィスに関する表現・前置詞と接続
詞の違い）
15. 総まとめ



2019-SJ00009603-07フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LE除く) ESP-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

八尋　真由実

◎－－－　概要　－－－◎

①　TOEIC L＆R Test各Partの特徴や出題の意図を理解した上で、正答率を上げるた
めの解き方のコツを学びます。

②　テキストやその重要表現集を用いて、TOEICの頻出語句や重要表現を身に付け
ます。

Listening Section：
③　リスニング力アップの基礎となる発音や音の変化について学習します。

④　ディクテーション（聞いて書き取る）や、シャドーイング（流れてくる音声の
直後に重ねて繰り返す）といったアクティビティを通して、リスニング力そのもの
の向上を図ります。

Reading Section
⑤　Part5、Part6で頻出の文法問題を攻略するために、正答を選択するに至る根拠
を学習します。

⑥　Part7頻出の出題形式をおさえた上で、解答の鍵となる情報を素早く探す練習
をします。

⑦　時間の許す範囲で時間配分を意識した実践練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①　TOEIC L＆R Testの各Partの特徴や出題の意図を理解した上で、解き方のコツを
使って解答することで、正答率が上がる。(技能)

②　身に付いているTOEICの頻出語句や重要表現が増える。(知識・理解)

③　1音1音の音の違いに加え、音の変化を意識して聞けるようになる。(技能)

④　Listening Sectionのディクテーションやシャドーイングができる部分が増える。
(技能)

⑤　Part5、Part6の文法問題では、正答に至るための根拠を説明できる問題が増え
る。(知識・理解)

⑥　Part7では、頻出の出題形式が理解でき、解答の鍵となる情報を探し出す時間
が短縮できる。(技能)

⑦　時間配分を意識して解くことを心がけることができる。(技能)

⑧　TOEICのスコアを上げようという意識を持ち、授業に主体的に参加したり、実
際にTOEICを受験するなど、積極的に英語学習に取り組めるようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で取り組むUnitの問題に答え、分からなかった単語や表現を
　　　調べておく。
　　　テキスト付随のWeb学習教材(Lingua Porta)に取り組む。(45分)
復習：授業で学習した頻出語句や重要表現の意味を覚える。
　　　学習したUnitの音声を利用して、シャドーイングやディクテーション
　　　の練習をする。
　　　テキスト付随のWeb学習教材(Lingua Porta)に取り組む。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点…・・・10％
　　授業中のアクティビティ（シャドーイング・ディクテーション・実践演習
　　など）への参加積極度
　　課題提出状況
　　（到達目標⑦⑧）
・復習小テスト１、２・・・50％（25％×２回)
　　（到達目標①②③④⑥）　
・定期試験・・・40％
　　（到達目標①②⑤）

※以下の点には特に注意すること。
・授業に主体的に参加することが肝要であり、途中退室、私語、居眠り、手遊
　び(スマホ)等、参加していないとみなされる場合には、減点の対象となる。
・定期試験を受験しないと単位取得はできない。
・復習小テストに関しては、再試・追試は実施しない。
・復習小テスト中にカンニングを行った場合、単位取得はできない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]An Amazing Approach to the TOEIC L＆R Test
[Author(s)]Hiromi Hagi, Eleanor Smith　他
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7188-6
[Comments]2019年発行　2200円

◎－－－　参考書　－－－◎

2016年以降ETSより出版された
『公式TOEIC Listening ＆Reading 問題集』
各種

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持参すること。辞書としてスマホやタブレット端末
を使うことは認めない。授業中はマナーモードにし、バッ
グから出さないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要について：授業の進め方、評価
　　　などについての説明
　　TOEIC L＆R Testについて
　　（2回目以降は、下記の通りテキストの内容に
　　沿って、TOEIC Testの演習を行います。）
２　Unit1 Home Appliances
３　Unit2  Recreation
４　Unit3  Restaurants
５　Unit4  Supermarket Shopping
６　Unit5  Housing
７　Unit6  Business
８　復習小テスト１ ／実践練習
９　Unit7  Bank ＆Post office
10　Unit8  Job Hunting
11　Unit9  Health
12　Unit10 Tourism: Travel by Land
13　Unit11 Tourism: Travel by Air
14　Unit12 Tourism: Hotels
15  復習小テスト２ ／実践練習



2019-SJ00009603-08フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LE除く) IA-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

During lessons, students will practice speaking and listening in small groups and
also with the teacher. Participation in these activities is necessary to gain the skills
that will be tested on the speaking tests.

There will be six homework assignments. The homework will be from the textbook
and on papers made by the teacher. Homework must first be completed in the
textbook and/or on the paper, and second entered into the class internet homepage
by the night before class. Doing this homework will prepare students for class
activities and for the quizzes. On weeks when there is no homework, students will
need to study for quizzes and speaking tests.

There will be five quizzes (short tests of 10-30 questions). The topics of the
quizzes will be the things studied in class and on the homework.

There will be three speaking tests. For the first one, students will speak in pairs,
practicing mostly questions and answers. For the second one, students will speak
with the teacher to show that they have learned the sentence patterns learned in
class. For the last one, students will talk in groups for 10-20 minutes, using all of
the skills practiced during the semester.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students who actively participate in class will be able to have simple
conversations in English about personal and professional topics. (技能)

2. Students will get more vocabulary and grammar knowledge, and improve their
ability to use the knowledge they have for actual communication.(知識・理解)

3. Students will learn strategies to successfully communicate even in difficult
situations with people from around the world.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not accepted).
In weeks where there is no homework, students need to review the textbook and
class activities to study for quizzes and speaking tests. This homework and review
will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

1. Quizzes: 20% (到達目標2)
2. Homework: 20% (到達目標2)
3. Speaking test 1: 15% (到達目標1 & 2)
4. Speaking test 2: 15% (到達目標1 & 2)
5. Speaking test 3: 30% (到達目標3)

Note: final scores may be increased or decreased by up to 10% based on
participation in class activities. (到達目標1, 2, & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Students who are absent without a good reason will get a zero on any test or quiz
given on that day. If a student has an emergency (medical, family problem, etc.) or
if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.), then they
must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If they do, they can
discuss with the teacher about how to make up the thing that they missed.

Students who actively participate in most classes may receive extra points added to
their final grade. Students who are late, who don’t bring their materials, who
sleep, who don't participate in class activities, who use too much Japanese, or who
cause problems in class may lose points from their final grade.

Any student who copies another student on homework, in-class work, or quizzes
will get -5% to their final class grade each time they copy because copying is
cheating. If the person who was copied gave permission to the cheater, that person
will also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Four Corners Level 2B
[Author(s)] Jack C. Richards and David Bohlke
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9781108627726
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Late homework is not accepted except when a student has an
emergency.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus. Homework 1
assigned.
2) "Yes/No Questions." Quiz 1. Homework 1 due (the night
before class). Homework 2 assigned.
3) "WH-Questions." Homework 2 due (the night before class).
4) "WH-Questions." Quiz 2.
5) Speaking Test 1. Homework 3 assigned.
6) Unit 7. Homework 3 due (the night before class).
7) Unit 8.
8) Unit 8.  Quiz 3.
9) Speaking Test 2. Homework 4 assigned.
10) Unit 10. Homework 4 due (the night before class).
11) Unit 11. Quiz 4. Homework 5 assigned.
12) Unit 12. Homework 5 due (the night before class).
13) Unit 12. Quiz 5. Homework 6 assigned.
14) Speaking Test 3 practice. Homework 6 due in class (no
online assignment).
15) Speaking Test 3.

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)



2019-SJ00009603-09フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LE除く) IA-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in speaking and
writing. Students have to participate in class and group activities. If
students do not participate, it will not only be unfair on others, but it
will be very difficult for you to pass the course.
After each unit of the textbook is completed, the following week there
will be a quiz at the beginning of the class. The scores from the
quizzes will be a component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have discussed in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will actively engage in English learning to improve skills
in communication and comprehension. (attitude / motivation)(態度・
志向性)

2. Students will be able to maintain a conversation for a given period
of time. (skills)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes/Homework: 25%
In class conversation/Presentation: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Firsthand 2, 5th Edition
[Author(s)] Marc Helgesen / Steven Brown
[Publisher] Pearson
[ISBN] 978-9813130234
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday, period #2 (10:40 -
12:10)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment. Vocabulary for Topic 1
2. Topic 1: Vocabulary quiz. Introductions/talking about interests
3. Topic 1: Part 2
4. Quiz: Topic 1. Topic 2: Expressing feelings/emotions
5. Topic 2: Part 2
6. Conversation 1
7. Quiz: Topic 2. Topic 3: sharing opinions
8. Topic 3: Part 2
9. Quiz: Topic 3. Topic 4: Talking about events
10. Topic 4 Part 2
11. Quiz: Topic 4. Topic 5: Making plans
12. Topic 5: Part 2
13. Quiz Topic 5. Presentation
14. Review Topics 1 to 5
15. Exam in class
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will do listening and speaking activities to
improve their communication skills. Students will do many speaking
activities with their classmates in class. Students will have homework
at the end of each unit. Homework will include answering questions
and preparing a short talk to give in the next class. Students will give
their talks in week 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14. There will be 2
quizzes in the course and one final test. The first quiz will be in week
6, the second quiz in week 11, and the final test will be in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will be able to speak more smoothly.(技能)

2.　Students will be able to ask and answer questions about simple
topics.(技能)

3.　Students will understand short conversations.(知識・理解)

4.　Students will become more confident speaking about simple
topics.(態度・志向性)

5. Students will actively participate in speaking activities. (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on answering questions about the topic in the unit. (30 min) Students
must also prepare a short talk about the topic. (90 min) Students
should review the homework and content of the textbook before the
quizzes and final test. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening and writing activities in class: 30%
　(到達目標1, 2 ,3 , 4, 5)
Homework: 20% 　(到達目標 1, 2, 4, 5)
Quizzes: 20%　(到達目標 2)
Final Test: 30% 　(到達目標 2)

Students will lose participation points for being absent or late.
Students will lose participation points for not completing in-class
work.
Students will lose points if they are absent for quizzes and the final
test without an excused absence.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Out Front 6th Edition
[Author(s)]　Robert Diem & Roberto Rabbini
[Publisher]　English Education Press
[ISBN]　9784865390339
[Comments]　￥2,200

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Personal Information    Homework:Questions p.79,
prepare talk
2.Unit 2 Family and home    Homework:Questions p.80, prepare
talk
3.Unit 3 Hobbies and Preferences    Homework:Questions p.81,
prepare talk
4.Unit 4 Times and Dates    Homework:Questions p.82, prepare
talk
5.Review
6.Quiz Units 1-4, Unit 5 Shopping    Homework:Questions p.83,
prepare talk
7.Unit 6 Routines    Homework:Questions p.84, prepare talk
8.Unit 7 Vacation    Homework:Questions p.85, prepare talk
9.Unit 8 Help! I’m lost    Homework:Questions p.86, prepare
talk
10.Review
11.Quiz Units 5-8, Unit 9 Travel    Homework:Questions p.87
prepare talk
12.Unit 11 Eating Out    Homework:Questions p.89, prepare talk
13.Unit 12 Health    Homework:Questions p.90, prepare talk
14.Review
15.Final Test
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ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class. There will be homework for students
to complete each week. Homework will include speaking practice and
review of lesson content. There will be three tests during the course.
There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English for at least 5
minutes by the end of the semester.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English（30　minutes). In
addition, students should review vocabulary which has been taught in
class (30 minutes). In addition, before each test, students should
review their homework and the content of the textbook (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Participation 25%
Homework 25%
In-class tests 35%
Final Speaking Assessment 15%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New English Upgrade 1 Student Book
[Author(s)]Steven Gershon and Chris Mares
[Publisher]Macmillan
[ISBN]9784777362097
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, a dictionary, paper and pen to every
class. You should check your class blog every week. The blog
address will be given at the beginning of the semester. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.

The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction and course outline
Week 2 Recorded speaking 1
Week 3 Unit 1 Nice to meet you (Asking about names).
Homework 1
Week 4 Unit 2 Family feelings (Showing you are listening).
Homework 2
Week 5 Test 1. Unit 3 In the neighbourhood (Returning a
question). Homework 3
Week 6 Unit 4 My style, your style (Conversation opener and
showing agreement and conversation closer). Homework 4
Week 7 Unit 5. What’s your schedule? Homework 5.
Week 8. Test 2 Unit 6
Week 9 Unit 7 Past times, fast times (Asking for news).
Week 10 Unit 8 The things we eat (Responding to thanks).
Homework 6
Week 11 Unit 9 Getting away (Showing uncertainty).
Week 12 Test 3. Unit 10 The media and me (Asking for
permission). Homework 7
Week 13 Unit 11 Hopes and dreams (Saying goodbye).
Homework 8
Week 14 Unit 12 Review and final assessment
Week 15 Final assessment
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キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice English speaking skills, combined
with writing activities that build speaking and presentation abilities.
Students must complete weekly assignments for homework.
There will be a mid-term test in Week 8, and a final test in Week 15.
While test taking practise will focus on speaking and writing, the class will also
involve some listening and reading materials.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to communicate with confidence on a wide range of topics
(such as food, movies, music, sports, hobbies, travel, etc.)(知識・理解)

2. Students will develop the ability to use various follow-up questions to maintain
conversation.(技能)

3. Students will be able to listen for details and be able to report these details to
class partners and to the teacher.(技能)

4. Student’s writing skills will be developed to help communicate in spoken
English. (技能)

5. Vocabulary knowledge of general speaking skills will improve.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/interview,
journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

30% - Classwork / Textbook / Speaking Activities / In class review quizzes / In
class pair and group interaction; interview note-taking (到達目標1)
10% - Speaking Assignments with assigned partners. Use your notes to submit a 1-
minute audio summary of your interview with your partner. (You must submit 10
of 12 Assignments) (到達目標2)
10% - Listening Homework Notes: You must submit 10 of 12 Assignments (到達
目標3)
10% - Diary Homework: Based on speaking topics for the week. 100 words per
activity. (You must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標4)
10% - Vocabulary Homework: Meanings and 10x original example sentences (You
must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標5)
15% - Midterm Test: Week 8 (到達目標1-5)
15% - Final Test: Week 15 (到達目標1-5)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class; for
checking phone during class; for not concentrating during class; for speaking
Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with teacher’s
instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will affect your
overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given by
the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate Abroad: Essential English for Travel and
Study
[Author(s)] Cookson and Tajima
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-4-86312-277-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Unit 1 “My Suitcase is overweight” / Airport check-in /
Airline baggage rules / Spoken Interaction Homework 1
3- Unit 2 “I’m Suffering from Jet Lag” / Jet lag / Time zones
/ Spoken Interaction Homework 2
4- Unit 3 “Each Host Family Is Different” / Homestays / Host
family rules / Spoken Interaction Homework 3
5- Unit 4 “I’m Experiencing Culture Shock”. / Cultural
differences / Stages of culture shock. / Spoken Interaction
Homework 4
6- Unit 5 “My Dormitory Is too Noisy”. / Dormitory life /
Suggestions and requests / Spoken Interaction Homework 5
7- Unit 6 “How Can I Make Friends?” / Making friends /
Activities overseas / Spoken Interaction Homework 6
8- Mid-Term Test Units 1-6
9 - Unit 7 “What Should I Talk About?” / Talking with people
/ Conversation topics / Spoken Interaction Homework 7
10- Unit 8 “I Feel Homesick” / Missing Japan / Dealing with
homesickness / Spoken Interaction Homework 8
11- Unit 9 “How Do I Order Food?” / Ordering and paying in
a restaurant / Spoken Interaction Homework 9
12- Unit 10 “I Lost My Passport” / Losing something /
Valuable possessions / Spoken Interaction Homework 10
13- Unit 11 “I Need to Go to Hospital”. Going to a clinic or
hospital / Health advice / Spoken Interaction Homework 11
14- Unit 12 “I Don’t Want to Leave”. / Preparing to return
home / Benefits of going abroad / Spoken Interaction Homework
12
15- Mid-Term Test Units 7-12 Final Class / Review Activities /
Summary / Final Check of homework portfolios
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ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in speaking and
writing. Students have to participate in class and group activities. If
students do not participate, it will not only be unfair on others, but it
will be very difficult for you to pass the course.
After each unit of the textbook is completed, the following week there
will be a quiz at the beginning of the class. The scores from the
quizzes will be a component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have discussed in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will actively engage in English learning to improve skills
in communication and comprehension. (skills)(技能)

2. Students will be able to maintain a conversation for a given period
of time. (skills)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes/Homework: 25%
In class conversation/Presentation: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Firsthand 2, 5th Edition
[Author(s)] Marc Helgesen / Steven Brown
[Publisher] Pearson
[ISBN] 978-9813130234
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday, period #2 (10:40 -
12:10)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment. Vocabulary for Topic 1
2. Topic 1: Vocabulary quiz. Introductions/talking about interests
3. Topic 1: Part 2
4. Quiz: Topic 1. Topic 2: Expressing feelings/emotions
5. Topic 2: Part 2
6. Conversation 1
7. Quiz: Topic 2. Topic 3: sharing opinions
8. Topic 3: Part 2
9. Quiz: Topic 3. Topic 4: Talking about events
10. Topic 4 Part 2
11. Quiz: Topic 4. Topic 5: Making plans
12. Topic 5: Part 2
13. Quiz Topic 5. Presentation
14. Review Topics 1 to 5
15. Exam in class
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マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will do listening and speaking activities to
improve their communication skills. Students will do many speaking
activities with their classmates in class. Students will have homework
at the end of each unit. Homework will include answering questions
and preparing a short talk to give in the next class. Students will give
their talks in week 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14. There will be 2
quizzes in the course and one final test. The first quiz will be in week
6, the second quiz in week 11, and the final test will be in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will be able to speak more smoothly.(技能)

2.　Students will be able to ask and answer questions about simple
topics.(技能)

3.　Students will understand short conversations.(知識・理解)

4.　Students will become more confident speaking about simple
topics.(態度・志向性)

5. Students will actively participate in speaking activities. (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on answering questions about the topic in the unit. (30 min) Students
must also prepare a short talk about the topic. (90 min) Students
should review the homework and content of the textbook before the
quizzes and final test. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening and writing activities in class: 30%
　(到達目標1, 2 ,3 , 4, 5)
Homework: 20% 　(到達目標 1, 2, 4, 5)
Quizzes: 20%　(到達目標 2)
Final Test: 30% 　(到達目標 2)

Students will lose participation points for being absent or late.
Students will lose participation points for not completing in-class
work.
Students will lose points if they are absent for quizzes and the final
test without an excused absence.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Out Front 6th Edition
[Author(s)]　Robert Diem & Roberto Rabbini
[Publisher]　English Education Press
[ISBN]　9784865390339
[Comments]　￥2,200

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Personal Information    Homework:Questions p.79,
prepare talk
2.Unit 2 Family and home    Homework:Questions p.80, prepare
talk
3.Unit 3 Hobbies and Preferences    Homework:Questions p.81,
prepare talk
4.Unit 4 Times and Dates    Homework:Questions p.82, prepare
talk
5.Review
6.Quiz Units 1-4, Unit 5 Shopping    Homework:Questions p.83,
prepare talk
7.Unit 6 Routines    Homework:Questions p.84, prepare talk
8.Unit 7 Vacation    Homework:Questions p.85, prepare talk
9.Unit 8 Help! I’m lost    Homework:Questions p.86, prepare
talk
10.Review
11.Quiz Units 5-8, Unit 9 Travel    Homework:Questions p.87
prepare talk
12.Unit 11 Eating Out    Homework:Questions p.89, prepare talk
13.Unit 12 Health    Homework:Questions p.90, prepare talk
14.Review
15.Final Test
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ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will be given a new understanding of English grammar, with the goal
of using it for speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will be
vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参加
できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事が
できるようになります。(技能)

3. 生徒は英会話を構築し、理解するために文章の一部を素早く分析でき
るようになります。(知識・理解)

4. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

5. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英語
の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

6. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理解
します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes).
Students must have a dictionary or dictionary application and must use it during
class. A word list will be published on the teacher’s website. Vocabulary
knowledge will be tested four times during the course, so students will need to
learn and review vocabulary (30 minutes).
Students should look ahead at the coming week’s textbook chapter to check
for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

Participation: 50% (到達目標1, 2, 5, 6)
Extended Conversation Assessments: 20% (到達目標1, 2, 5, 6)
Vocabulary Building: 20% (到達目標4)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 5, 6)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Students who don’t communicate in English,
interact in English, or participate in using English will receive very low
participation points and may not achieve a passing score.

There are no points for attendance. However, students who are absent too often
will achieve a low participation score, and will be very unlikely to achieve a
passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Control Words (5th edition, 2019)
[Author(s)] Steve Paton
[Publisher] self-published
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Controlling English I
3- Controlling English II
4- Vocabulary Building. Learning about memory strategies and
vocabulary learning strategies.
5 - “Do you? Are you?” Talking about yourself using ‘am’,
‘are’, ‘is’, ‘do’ and ‘does’. Participation scoring
will begin. Vocabulary List 1 will be published.
6- “Did you? Were you?” Talking about the past using
‘did’, ‘was’, and ‘were’. Vocabulary Test 1
7- “Where? When? 1” Discussing locations and times.
Introduction to ‘preposition/noun’
8- “Where? When? 2” Discussing locations and times using
‘preposition/noun’. Vocabulary List 2 will be published.
9- “Have you ever?” Discussing experiences using ‘have’
and ‘has’. Vocabulary Test 2
10-“Can you? Could you?” Discussing possibilities using
‘can’ and ‘could’.
11- “Do you have to?” Discussing ideals and rules using
‘do’, ‘does’, ‘did’, and ‘should’. Vocabulary List 3
will be published.
12- “Are you going to?” Talking about future plans and
predictions using ‘will’, ‘be going to’, and ‘be -ing’.
Vocabulary Test 3. Extended Conversation Assessment 1.
13- “If and When?” Discussing situations. Extended
Conversation Assessment 2.
14- “Tell us a story” Telling stories using situation and event
grammar. Extended Conversation Assessment 3. Vocabulary List
4 will be published.
15- Review and catch-up week. Vocabulary Test 4. Extended
Conversation Assessment 4.



2019-SJ00009603-16フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LG,LF) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

藤原　まみ

◎－－－　概要　－－－◎

映画『シャレード』を題材にして、TOEIC形式の問題に取り組
んでいきます。基本的な文法事項や語彙を確認し、TOEICスコ
アの伸長を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの試験形式を理解した(知識・理解)

TOEIC試験に向けての対策ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の指定したところを事前に読んでおくこと（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への積極的な参加　３０％
（学習状況、課題への取り組みなど。ただ、教室に座っている
だけ、は評価の対象になりません。）
小テストなど　　　　　２０％
定期試験　　　　　　　５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Boost your skills for the TOEIC Test with Charade
[Author(s)]
[Publisher]英宝社
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：オリエンテーション
２：Unit  1 Secrecy(1)
３：Unit 1 Secrecy(1)
４：Unit 3 Danger(1)
５：Unit 3 Danger(1)
６：Unit 5 Best Spy(1)
７：Unit 5 Best Spy(1)
８：Unit 7 Who's Lying(1)
９：Unit 7 Who's Lying(1)
１０：Unit 9 Still Hungry(1)
１１：Unit 9 Still Hungry(1)
１２：Unit 11 Charade(1)
１３：Unit 11 Charade(1)
１４：Unit 12  Charade(2)
１５：Unit 12  Charade(2)



2019-SJ00009603-17フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LG,LF) IA-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.



2019-SJ00009603-18フレッシュマン・イングリッシュⅢ「L(LG,LF) IA-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ケイトン，トマス　Ｈ

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop the skills of English speaking and
listening. Students will be given a lot of practice of using English by
describing everyday situations and experiences. Students will develop
greater ability and confidence to communicate in English when both
traveling abroad and living here in Japan. There is a strong emphasis
on pronunciation and students will be strongly encouraged to give
their opinions on a variety of subjects through a series of informal
individual and group presentations.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to have simple and natural English conversations
about many topics.(知識・理解)

Students will be able to make short formal presentations in front of
the class on a variety of interesting and useful topics.(技能)

Students will be able to take part in discussions, talk about themselves
and give their opinions in a natural way.(技能)

By the end of the course all students should have developed into more
motivated and active learners of English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Before most classes a small amount of preparation homework will be
required.This will include collecting and organizing materials for
presentations and previewing materials for the next topic. The
homework will take between 20 to 30 minutes per class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Class evaluation will be based on participation (40%), presentation
preparation and performance (40%), and a final test (20%).

Students should actively participate in all lessons. To get a good
participation score students have to cooperate in both pair work and
individual work. Credit will also be given for good presentation
preparation and presentation performance.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

There is no formal textbook for this course.

[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The teacher will provide all materials and handouts.  Students
will be expected to buy a A4 size clear pocket file (at least 30
pockets)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction and Welcome

2. Personal Biography

3. Presentation: Life Stories

4. Travel Plans and Advice

5. Presentation : Foreign Country Advice

6. Instructions and Descriptions
 
7. Presentation: International Cuisine

8. Culture and Manners

9. Role play activity: Cultural Norms

10. International Business and Brands

11. Group Presentation: TV Commercials

12. Discussing and Debating News Stories

13. Presentation: International Issues

14. Role play activity: The English Interview

15. Final test, Feedback and Review



2019-SJ00009604-01フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LE) ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、各種の英語資格検定試験のうち、特に社会的
ニーズの高いTOEIC L&R を念頭において、実践的なトレーニン
グを中心に学習を進めていきます。授業を通じて試験形式と勉
強方法を理解しつつ、オールラウンドな英語力の強化を図りま
す。まずTOEIC L&R という試験がどのような試験であるかを知
り、その後TOEIC L&R にあわせた問題の演習を行うことで、文
法や語彙の知識の強化、リーディング、リスニングを中心とし
た英語学習を進めます。同時に、TOEICに出題される日常的な
語彙や表現を、自分でも使えるように練習していきましょう。
　受講者は、学期中に最低一度はTOEIC L&R を受験することが
強く奨励されます。ぜひこの授業で準備をして受験し、自分の
実力と今後の目標を把握するきっかけにしてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC LR のスコアが求められる場面や、出題形式について理
解する(知識・理解)

TOEIC LRの頻出単語、および基礎的な英語文法を身につける
(知識・理解)

TOEIC LR に対応するリスニング力およびリーディング力の基
礎を身につける(技能)

授業内外で、与えられた課題を中心に、主体的に英語学習に取
り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
翌週に行なわれる小テストの準備をする。小テストの範囲は、
毎回授業時に提示する。（30分）

【復習】
授業中に解き終わらなかった問題を解く。
授業中に間違った問題の解説を読み直し、正解とその理由を把
握する。
テキストの語彙リストを参考に、問題の中に出てくる知らない
単語を確認し、出来るだけ覚える。
（計60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点　30％
 -受講態度、予習状況、小テストの結果を含みます。

中間テスト30％
　-テキストの「テスト1」の内容に基づき、リスニングとリー
ディングの試験を行います。

最終試験40％
　-テキストの「テスト2」の内容に基づき、リスニングとリー
ディングの試験を行います。

このクラスは、定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 公式TOEIC Listening & Reading 問題集3
[Author(s)] 国際ビジネスコミュニケーション協会
[Publisher] 国際ビジネスコミュニケーション協会
[ISBN] 9784906033539
[Comments] 2017年　2800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業には、テキストを購入の上必ず出席してくださ
い。

学期中に、TOEIC（IPを含む）を受験することが強く推奨
されます。各自、どの時期に受験するかを早めに検討して
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. テスト1 Parts 1 & 5
3. テスト1 Parts 2 & 6
4. テスト1 Parts 3 & 7
5. テスト1 Parts 4 & 7
6. テスト1 Parts 4 & 7
7. 中間テスト（リスニング）
8. 中間テスト（リーディング）
9. テスト2 Parts 1 & 5
10. テスト2 Parts 2 & 6
11. テスト2 Parts 3 & 7
12. テスト2 Parts 4 & 7
13. テスト2 Parts 4 & 7
14. 最終テスト（リスニング）
15. 最終テスト（リーディング）



2019-SJ00009604-02フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LE) IA-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に
答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりませ
ん。宿題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをした
り、会話テストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(知識・理解)

日常のスピーキング(知識・理解)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキスト
の部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題
と、ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ
毎週、小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼン
テーションか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授
業外での準備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
10%   プレゼンテーション１（4週目）　
10%   会話テスト１ （8週目）　
20%   プレゼンテーション２　（11週目）
20%   会話テスト２ （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question
があります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、よ
り長い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書
くためのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 2A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620250
[Comments] オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してください。
しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質問をし
たりプレゼンテーションをしているときには聞きましょう。ちゃん
と参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるような学生は、減
点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてください。
遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テストを
受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テストを受け
損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大幅
に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダウ
ンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class writing. 宿
題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終わ
らせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1 の練
習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わら
せ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ランダ
ム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3 Self-
Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿題:
Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を終
わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus. プレ
ゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る. 宿
題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わらせる.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わら
せる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション2 の
練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-Study
& Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 -  小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study &
Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellw4.blogspot.com)



2019-SJ00009604-03フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LE) IA-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class. There will be homework for students
to complete each week. Homework will include speaking practice,
presentation preparation and vocabulary exercises. Students will listen
to TED talks in English and study presentation skills which will be
used in class. There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English (without using
any Japanese) for at least 10 minutes by the end of the semester. (技
能)

Students will increase the vocabulary necessary to better understand
global topics. (知識・理解)

Students will learn presentation skills(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English (30 minutes). In
addition, students should preview vocabulary before each unit. A
handout of important vocabulary items for each unit will be given to
students to complete (30 minutes). In addition, students will need to
prepare for short presentations in class (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Participation 20%
Speaking homework 30%
Vocabulary homework 20%
Presentations 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]21st Century Communication
[Author(s)] Lida Baker & Laurie Blass
[Publisher]National Geographic Learning
[ISBN]9781337688598
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, paper and pen to every class. You
should check your class blog every week. The blog address will
be given at the beginning of the semester. Students should
contact the teacher by email as soon as possible if they are going
to miss class.

The teacher's office hour is on Wednesdays from 12:30 ̃ 14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1. Introduction and course outline. Homework: Unit 1
vocabulary.
Week 2. Unit 1. Homework: Speaking homework.
Week 3. Unit 1 TED Talk. Homework: prepare group
presentation.
Week 4. Unit 1 and Group presentations. Homework: Unit 2
vocabulary.
Week 5. Unit 2. Homework: Speaking homework.
Week 6. Unit 2 TED Talk. Homework: email poster presentation
topic and speaking homework.
Week 7. Poster presentation preparation. Homework: complete
presentation for next class.
Week 8. Poster presentations. Homework: Unit 3 vocabulary.
Week 9. Unit 3. Homework: Speaking homework.
Week 10. Unit 3 TED Talk. Homework: Unit 4 vocabulary.
Week 11. Unit 4. Homework: Speaking homework.
Week 12. Unit 4 TED Talk. Homework: Speaking homework.
Week 13. Presentation preparation. Homework: complete
presentation.
Week 14. Final presentations.
Week 15. Final presentations.



2019-SJ00009604-04フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LE除く) ESP-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

岩崎　一恵

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語検定試験の受験を念頭に置
き、リスニング分野、リーディング分野のトレーニングを通し
て、語彙の拡充、文法事項の確認、さらに文化的背景の理解を
深めることにより、英語の総合力の増強を図ります。テキスト
はTOEIC受験に備えたものを用いますが、プリントなどにより
TOEFL、STEP、IELTSの問題演習なども行います。原則とし
て、毎回ミニテストを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種主要英語検定の目的・特徴・違いを知ることができる(知
識・理解)

TOEIC Testの出題形式の特徴を知ることができる(知識・理解)

TOEIC TestのPart 1̃7のそれぞれの解放のコツを習得できる(技
能)

予習をすることにより、授業において自分の着目すべきポイン
トがわかる(技能)

復習をすることにより、英語力を確実なものにすることができ
る(技能)

自律的な英語学習を行うことによって、緊張感をもって、積極
的に授業参加できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は必須です。授業は予習（60分）をしてきていることを前
提に行います。次の授業で行うUnitの各演習を行ってきます。
詳しい予習のやり方は初回の授業で指示します。予習において
はテキストの問題演習を行い、特に「自分が良く分からないと
ころはどこなのか」を明らかにしましょう。また、ミニテスト
のために復習（30分）を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
授業中の活動（受講態度・授業への貢献度・小テスト）…30％
最終総合試験(インクラス)…30%
定期試験…40％
上記の割合を目安とする。ただし、本時受講期間中に各種英語
検定試験を受験した場合、その結果の証明を添えて報告した場
合、これを成績評価に加味することがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]AN AMAZING APPROACH TO THE TOEIC L&R Test
[Author(s)]Hiromi Hagiほか
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7188-6[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業はテキストを持参のうえ、必ず出席すること。
毎時間テキスト・辞書・筆記用具（鉛筆・消しゴム）など
を持参すること。授業中の携帯電話・スマートフォン・タ
ブレットなどの使用、ほかの授業の予習復習など本時に関
係のない行為、飲食などは禁止。欠席・遅刻・授業中のト
イレ退出は厳に慎むこと。その他詳細については、初回の
授業で説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業ガイダンスと各種検定試験の概要な
ど）
2. Unit 1 Home Appliances　
3. Unit 2 Recreation・確認テスト1
4. Unit 3 Restaurants・確認テスト2
5. Unit 4 Supermarket Shopping・確認テスト3
6. Unit 5 Housing・確認テスト4
7. Unit 6 Business・確認テスト5
8. Consolidation・確認テスト6
9. Unit 7 Bank & Post office・確認テスト7
10. Unit 8 Job Hunting・確認テスト8
11. Unit 9 Health・確認テスト9
12. Unit 10 Tourism: Travel by Land・確認テスト10
13. Unit 11 Tourism: Travel by Air・確認テスト11
14. Unit 12 Tourism: Hotels・確認テスト12
15. インクラス最終総合試験



2019-SJ00009604-05フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LE除く) ESP-6」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

坂田　直樹

◎－－－　概要　－－－◎

リスニング、リーディングパートから構成されるTOEICについ
て、以下の各方法をとることで、スコアの上昇、並びに、ビジ
ネス英語知識の基礎を形成することを目指します。授業内で
は、ウェブサイト上で練習問題の演習を行い、解答状況を把握
することで、学生の皆さんの正解率を反映した、よりポイント
を絞る形での内容解説を行います。

リスニングパート
「英語の音声→意味」という回路が頭の中に出来上がるよう
に、発音等のトレーニングも含めた形で、英語の音声情報の習
得を目指します。また、現在ある知識が本来のスコアとして反
映されるために、TOEIC受験の際に求められる、パート毎の基
本的な解答ストラテジーを指導します。

リーディングパート
文法SVO等の語順を中心に、整理した形で文法学習を行い、
TOEICの問題に備えます。また、将来的にビジネス場面でのE
メールが書けることも視野に入れて、実践的な文法力が身につ
くことを目標とします。文書読解TOEICで求められる速読力を
つけるために、文章を局所的にだけではなく、大局的に読み取
る力を身につけられるように指導します。そのため、つなぎ言
葉や基本的な文章の構造、スキャンニングやスキミング等のス
トラテジーを紹介します。結果として、卒業後皆さんが目にす
る可能性がある、比較的分量の多い文書についても、臆するこ
となく冷静に対処し、意味を把握する力がつくことを目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各ストラテジーを習得し、現時点の実力が反映される形で
TOEICのスコアが上がる。(技能)

将来のビジネス場面での英語使用に備えて、音声・文法・速読
知識を獲得する。また、それに伴って、TOEICのスコアが上が
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で扱ったポイントについて、各自復習を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト2回：各25％
定期試験：50％
計100％
（それぞれ、ストラテジーの理解、文法知識、リスニング力、
読解の到達度を図ります）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] EXTREME STRATEGIES FOR THE TOEIC®
LISTENING AND READING
[Author(s)]濱崎潤之輔
[Publisher]松柏社
[ISBN] 978-4-88198-735-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スコアアップのためのストラテジー（解答方略）を取り扱
い、小テストも実施しますので、授業では問題を解くだけ
でなく、どのようにすれば英語を聞き取れるか、読めるか
ということを、常に自分で考える習慣をつけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 U1 Listening: Part 1 (1)　Reading: Part 5 (1)
第2回 U2 Listening: Part 2 (1)　Reading: Part 6 (1)
第3回 U3 Listening: Part 3 (1)　Reading: Part 7 (1)
第4回 U4 Listening: Part 4 (1)　Reading: Part 7 (1)
第5回 小テスト1
第6回 U5 Listening: Part 1 (2)　Reading: Part 5 (2)
第7回 U6 Listening: Part 2 (2)　Reading: Part 6 (2)
第8回 U8 Listening: Part 1 (3)・Part 2 (3)　Reading: Part 5
(3)・Part 7 (2)
第9回 U9 Listening: Part 3 (2)・Part 4 (2)　Reading: Part 6
(3)
第10回 小テスト2
第11回 U10 Listening: Part 1 (4)・Part 2 (4)　Reading:
Part 5 (4)・Part 7 (2)
第12回 U11 Listening: Part 3 (3)・Part 4 (3)　Reading:
Part 7 (3)
第13回 U12 Listening: Part 2 (5)・Part 3 (4)　Reading:
Part 5 (5)・Part 7 (3)
第14回 U13 Listening: Part 4 (4)　Reading: Part 7 (4)
第15回 小テスト3

◎－－－　URL　－－－◎

授業サイト
(https://sites.google.com/site/nsakata2027/toeic)



2019-SJ00009604-06フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LE除く) ESP-7」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

正宗　聡

◎－－－　概要　－－－◎

　各種の英語資格検定のうち、社会的ニーズの高いとされてい
る TOEIC試験を扱った教材をもとに、もしこの試験を受けるこ
とがあれば、少しでも役立つようなことをお伝えする授業で
す。この授業において、リスニング力、リーディング力をト
レーニングしたいと思います。この二つの能力を支える英語の
基礎力も、みなさんの今の状態よりも向上するように、こちら
も努めます。なお、１回の授業、90分の中で、教材から発展す
るような形で、英語圏の動画による英語の聞き取り、読み取り
なども行いたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のリスニング力が現在よりも向上すること(技能)

英語のリーディング力が現在よりも向上すること（内容把握時
間のスピードアップ）(技能)

英語の基本構造に関する理解を深めること(知識・理解)

英語圏で作られた映像を鑑賞し、異文化を理解すること。(知
識・理解)

積極的に授業に参加すること（宿題、ペア練習等）(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

宿題は毎回、課しますし、その答え合わせを次の授業の初めに
行います。あいている時間をうまく活用して（お昼からの授業
だったら、昼休み早めに教室に来てやるなど）、取り組んでく
ださい。授業中、配るプリントにやるべき宿題を用意していま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記、各到達目標の達成度を評価すべく、基本的には以下の通
りです。

①授業中の作業30パーセント、②定期試験70パーセントです。

授業の進行具合によってはこの割合は多少、変更する場合もあ
ります。その際は、授業にてしっかりとお伝えします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] トピックでめざせ! TOEIC Listening and Reading Test
550 へ"ステップアップ"
[Author] Shogo Mitsutomi ほか
[Publisher]　英宝社
[ISBN] 978-4269660502

◎－－－　参考書　－－－◎

授業が始まってから、必要が生じたときには授業中に紹介
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・予習（復習）をしっかり行い、辞書を毎回、必ず持参し
てください（電子辞書でも構いません）。
・教科書の音声教材は、各自ダウンロードできる形式に
なっています。
・携帯、スマートフォン等、授業中は完全にオフにしてく
ださい。そして何よりも「無駄な」私語を慎んでくださ
い。一生懸命に授業を受けている受講生のかたに迷惑を絶
対にかけてはいけません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書に沿って、以下のように毎回１章のペースで進めた
いと思います。以下、「トピック、テーマ（扱う文法項
目）」の順に記します。

第1回　イントロダクション、日常生活（基本時制）
第2回　買い物（進行形と完了形）
第3回　旅行（助動詞）
第4回　ホテル（受動態）
第5回　レストラン（動名詞と不定詞）
第6回　映画（分詞と分詞構文）
第7回　さまざまなイベント（冠詞と名詞）
第8回　健康（代名詞と限定詞）
第9回　運動とダイエット（関係詞節）
第10回　ビジネス１（形容詞と副詞）
第11回　ビジネス２（比較香文）
第12回　ビジネス３（接続詞と前置詞）
第13回　ビジネス４（仮定法）
第14回　スポーツ（頻出熟語）
第15回　総まとめ



2019-SJ00009604-07フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LE除く) ESP-8」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パートを解
き対策を学ぶと共に、問題文の精読と聴き取りを解説を挟みな
がら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向上を
目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重要語
彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める。
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットの語句から小テストを行うの
で、復習してくること。
・次週のユニットの語彙や取り上げられている文法項目を予習
してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験およびリスニングテスト、小テスト、授業中の質疑応
答などから、以下の割合を目安として総合的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential Approach for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] N. Osuka, H. Tsukano, A. Yamamoto,  and R. Van
Benthuysen
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 978-4-7919-7189-3
[Comments]2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1　名詞＆代名詞
3. unit 2  形容詞＆冠詞
4. unit 3  副詞
5. unit 4  比較
6. unit 5  動詞＆時制
7. unit 6  未来表現など
8. unit 7  主語と動詞の呼応、時制の一致
9. unit 8  能動態＆受動態
10. unit 9   不定詞＆動名詞
11. unit 10  分詞
12. unit 11  助動詞
13. unit 12  接続詞
14. unit 13  関係代名詞＆関係副詞
15. リスニングテスト
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

就職活動やビジネス社会において，TOEICのスコアがますます
重要視されている。そのTOEICの概要を把握する為に，各パー
トの出題形式およびその解答の方策を学ぶとともに，TOEIC
500点を突破できる英語力を身に付けることを目標とする。

TOEICでは「英語力」だけでなく「受験力」も試される。「受
験力」を身に付けずして，TOEICで高得点取得はなかなか難し
い。この授業では，TOEICではどのような英語力が試されてい
るのか，そしてその英語力を身に付けるにはどのようにアプ
ローチするのが良いのかという観点から，英語力と受験力の両
方をバランスよく身に付ける。

授業では，TOEICのパートごとにTest Taking Skillsと Language
Skillsを身に付けていく。特に日本語を母語とする学習者が誤
りをおかしやすいポイントは例を挙げて解説していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICのスコアアップに必要な語彙・文法について知識がある
(知識・理解)

適切なストラテジーを用いて，Listening Section および Reading
Section の問題を解くことができる(技能)

自分の目標スコアに向けて，適切な学習ストラテジーを用いて
学習することができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外において，以下の活動を行う。
　・テキストの指定された箇所を学習する （30分）
　・e-learningの課題を各自で進める （30分）
　・授業で学習した箇所の復習を行う（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

1.　授業貢献度　10％
2.　e-learning の学習履歴　30％
3.　小テスト　20%
4.　まとめテスト　40％

2・3・4で，TOEICに必要な語彙，文法の知識および適切なス
トラテジーを用いて問題を解けるかについて評価する。また，
１・２で適切な学習ストラテジーを用いて学習しているかどう
かを評価する。

※このクラスは，定期試験期間中の試験を実施いたしません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Mastery Drills for the TOEIC L&R Test: All in One
[Author(s)]　早川幸治
[Publisher]　桐原書店
[ISBN]　978-4-342-55015-7
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　Unit 1：人物の動作と状態，表・用紙
第3回　Unit 2：疑問詞を使った疑問分，広告
第4回　Unit 3：日常場面での会話，品詞
第5回　Unit 4：アナウンス･ツアー，動詞
第6回　Unit 5：動詞
第7回　Unit 6：基本構文と応答の決まり文句，手紙・E
メール
第8回　Unit 7：電話での会話，代名詞・関係代名詞
第9回　Unit 8：ラジオ放送・宣伝
第10回　Unit 9：Yes/No疑問文，ダブルパッセージ
第11回　Unit 10：オフィスでの会話①，Part 5の復習
第12回　Unit 11：留守番電話，トリプルパッセージ
第13回　Unit 12：オフィスでの会話②，Part 7の復習
第14回　Unit 13：時制・代名詞・語彙の問題，Part 1とPart
2の復習
第15回　まとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience and understand how to explain their ideas in
detail.(知識・理解)

Students will gain the ability to speak in front of others.(技能)

Students will be taught to understand the differences of Japanese
versus native English speaking styles. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units. Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1 (2nd edition)
[Author(s)]Steven Gershon
[Publisher]Cambridge University Press
[ISBN]　978-1107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Understanding Presentations
2. Interviewing
3. Interviewing (continued)/Describing places
4. Describing places (continued) / Presentation preparation
5. Presentations
6. Describing things
7.  Describing things (continued) / Presentation preparation
8.  Presentation
9.  Memories
10. Memories (continued) / Presentation preparation
11. Presentations
12. Process explanation
13. Process explanation (continued) / Presentation preparation
14. Final presentation preparation
15. Final presentation
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

The main focus of this course will be on developing the skills needed
to give presentations, which many academic and professional settings
call for. Students will write their own short English presentations,
while studying language, organization, and presentation skills. They
will also learn how to prepare PowerPoint slides, and how to use them
to make their presentations more effective. We will spend a week on
each unit in the class, with all students giving presentations in weeks
5, 10, and 14. Extra classes will be set aside for learning how to make
PowerPoint slides, and for planning and practicing presentations. A
test on the final class will cover material taught along the way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will have a better understanding of the art of public
speaking, in English in particular but in their own language as well.
(知識・理解)

2.　Students will develop the skills necessary to give effective
PowerPoint presentations, and to speak in front of an audience with
confidence. (技能)

3.　The course will help students overcome their fears of public
speaking and see themselves as capable speakers of English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min) Practicing their three presentations
will take additional time on the three presentation weeks (2-3 hours).
Also, they should use the audio CD for self-study to review any weak
points. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
Presentation 1: 10% (goals 2, 3)
Presentation 2: 20%  (goals 2, 3)
Presentation 3: 25% (goals 2, 3)
Test: 15% (goal 1)
Self-Evaluation: 10% (goals 1-3)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1: Experiences
[Author(s)]Gershon
[Publisher]Cambridge
[ISBN]9781107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in. Students who plagiarize a
writing assignment (use someone else’s writing) will receive a
zero for the assignment. If they do so again, they will fail the
course. Students who miss more than four classes will probably
not be able to gain enough points to pass the course.

The teacher's office hour is Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course overview
2: Introducing a classmate (Homework: brainstorming)
3: Introducing a favorite place (Homework: presentation outline)
4: Presentation planning (Homework: make poster and prepare
presentation)
5: Presentation 1
6: Introducing a prized possession (Homework: brainstorming)
7: Telling about a memorable experience (Homework: make
PowerPoint slides)
8: Presentation planning (Homework: prepare presentation)
9: Presentation 2
10: Explaining a process (Homework: brainstorming)
11: Introducing a film (Homework: make PowerPoint slides)
12: Presentation planning (Homework: prepare presentation)
13: Practice (Homework: finish preparation)
14: Presentation 3 (Homework: study for test; prepare self-
evaluation)
15: Test and makeup presentations
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ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will study how to develop their presentation skills. There
will be homework each week. Homework will include review of
lesson content, speaking English and listening to English. In most
classes, there will be short unit tests to assess what students have
learned. There will be two main tests in class during the course: a 中
間 presentation in week 8 and a final presentation in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to give a short presentation in English.(技能)

2. Students will increase the vocabulary necessary to talk about
everyday experiences.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to improve their
study skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on speaking English and listening to English (60 min). Students
should review the content of the textbook and vocabulary which has
been taught in class (60 min). In addition, students should prepare for
unit tests, their 中間 presentation in week 8 and final presentation in
week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2 & 3)
20% Unit Tests (到達目標1, 2 & 3)
25% 中間 Presentation (到達目標1, 2 & 3)
25% Final Presentation (in class) (到達目標1, 2 & 3)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, unit tests, 中間
presentation and final presentation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Impact Issues 1 (Third Edition)
[Author(s)] Richard Day, Joseph Shaules & Junko Yamanaka
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9789813134379
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should check the class blog every week. The blog
address will be given in the first class.
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class.
Please write your name, student number and class on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: Introduction and Course Outline
2. Unit 1 The Guy with Green Hair
3. Unit 2 The Shoplifter
4. Unit 3 I’m not Addicted!
5. Unit 7 Family Values
6. Unit 9 A Visit to Grandma
7. Unit 11 Pet Peeve/Prepare for 中間 Presentation
8. 中間 Presentation (25%)
9. Unit 12 Close Your Eyes and See
10. Unit 13 Protecting Our Environment
11. Unit 15 To Tell or Not to Tell
12. Unit 19 Cloning Cyndi
13. Unit 20 Why Learn English?
14. Prepare for Final Presentation
15. Final Presentation (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio & video
(english.com/activate)
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ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class. There will be homework for students
to complete each week. Homework will include speaking practice and
review of lesson content. There will be three tests during the course.
There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English for at least 5
minutes by the end of the semester.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English（30　minutes). In
addition, students should review vocabulary which has been taught in
class (30 minutes). In addition, before each test, students should
review their homework and the content of the textbook (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation 25%
Homework 25%
In-class tests 35%
Final Speaking Assessment 15%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New English Upgrade 1 Student Book
[Author(s)]Steven Gershon and Chris Mares
[Publisher]Macmillan
[ISBN]9784777362097
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, a dictionary, paper and pen to every
class. You should check your class blog every week. The blog
address will be given at the beginning of the semester. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.

The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction and course outline
Week 2 Recorded speaking 1
Week 3 Unit 1 Nice to meet you (Asking about names).
Homework 1
Week 4 Unit 2 Family feelings (Showing you are listening).
Homework 2
Week 5 Test 1. Unit 3 In the neighbourhood (Returning a
question). Homework 3
Week 6 Unit 4 My style, your style (Conversation opener and
showing agreement and conversation closer). Homework 4
Week 7 Unit 5. What’s your schedule? Homework 5.
Week 8. Test 2 Unit 6
Week 9 Unit 7 Past times, fast times (Asking for news).
Week 10 Unit 8 The things we eat (Responding to thanks).
Homework 6
Week 11 Unit 9 Getting away (Showing uncertainty).
Week 12 Test 3. Unit 10 The media and me (Asking for
permission). Homework 7
Week 13 Unit 11 Hopes and dreams (Saying goodbye).
Homework 8
Week 14 Unit 12 Review and final assessment
Week 15 Final assessment
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コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.



2019-SJ00009604-14フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LE除く) IA-14」
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キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

In each class, students will:
・Work with a partner to complete vocabulary and grammar drills.
・Discuss with a partner how to express ideas in English while
writing sentences (stories) neatly and creatively.
・Practice pronunciation.
・Make and submit voice recordings.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build communicative skills by verbally expressing ideas and taking
guesses.(技能)

To cooperate with classmates in order to complete tasks.(態度・志向
性)

To improve basic English grammar and vocabulary skills through
speaking and writing activities.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should come to every class with a notebook, a pencil and
much enthusiasm. Regarding homework, students should study
vocabulary lists and story texts from each class in preparation for the
final test.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active Participation ‒ 20%
Students must arrive on time and take part in all activities. Students
who are absent or arrive late for class will lose points, as will students
that are off-task (e.g. sleeping, using mobile phones, etc.).

Assignments - 70%
1) Group Writing (10 X 3% each = 30%)
2) Voice Recording (10 X 4% each = 40%)
Final Test ‒ 10%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]　No textbook is required.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Practice Activity #1　"Losing weight"
3. Practice Activity #2 "Looking at scenery"
4. Assignment #1 "A stray dog" (7%)
5. Assignment #2 "On a gondola in Venice"　(7%)
6. Assignment #3 "Catching a thief"　(7%)
7. Assignment #4 "In the library"　(7%)
8. Assignment #5 "Fear of heights"　(7%)
9. Assignment #6 "At a coffee shop"　(7%)
10. Assignment #7 "Blocking out noise"　(7%)
11. Assignment #8 "Losing things"　(7%)
12. Assignment #9 "A misunderstanding"　(7%)
13. Assignment 10 "Traveling and moving"　(7%)
(Each Assignment above includes two parts: Group Writing -
3%, and Voice Recording - 4%)
14. Review class
15. Final Test (10%)

◎－－－　URL　－－－◎

Course website
(http://learneigo.com)



2019-SJ00009604-15フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LE除く) IA-15」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in speaking and
writing. Students have to participate in class and group activities. If
students do not participate, it will not only be unfair on others, but it
will be very difficult for you to pass the course.
After each unit of the textbook is completed, the following week there
will be a quiz at the beginning of the class. The scores from the
quizzes will be a component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have discussed in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will actively engage in English learning to improve skills
in communication and comprehension. (skills)(技能)

2. Students will be able to maintain a conversation for a given period
of time. (skills)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes/Homework: 25%
In class conversation/Presentation: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Firsthand 2, 5th Edition
[Author(s)] Marc Helgesen / Steven Brown
[Publisher] Pearson
[ISBN] 978-9813130234
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday, period #2 (10:40 -
12:10)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment. Vocabulary for Topic 1
2. Topic 1: Vocabulary quiz. Introductions/talking about interests
3. Topic 1: Part 2
4. Quiz: Topic 1. Topic 2: Expressing feelings/emotions
5. Topic 2: Part 2
6. Conversation 1
7. Quiz: Topic 2. Topic 3: sharing opinions
8. Topic 3: Part 2
9. Quiz: Topic 3. Topic 4: Talking about events
10. Topic 4 Part 2
11. Quiz: Topic 4. Topic 5: Making plans
12. Topic 5: Part 2
13. Quiz Topic 5. Presentation
14. Review Topics 1 to 5
15. Exam in class



2019-SJ00009604-16フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LG,LF) ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

藤原　まみ

◎－－－　概要　－－－◎

映画『第三の男』を題材にして、TOEIC形式の問題に取り組ん
でいきます。基本的な文法事項や語彙を確認し、TOEICスコア
の伸長を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの試験形式を理解した(知識・理解)

TOEIC試験対策を行うことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の指定したところを事前に読んでおくこと（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への積極的な参加　３０％
（学習状況、課題への取り組みなど。ただ、教室に座っている
だけ、は評価の対象になりません。）
小テストなど　　　　　２０％
定期試験　　　　　　　５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Boost your skills for the TOEIC Test with The Third Man
[Author(s)]
[Publisher]英宝社
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：オリエンテーション
２：Act 1 Arrival
３：Act 1 Arrival
４：Act 3 New Evidence
５：Act 3 New Evidence
６：Act 5 Casanova Club
７：Act 5 Casanova Club
８：Act 7 Stream of Hardship
９：Act 7 Stream of Hardship
１０：Act 9 Lurking Shadow
１１：Act 9 Lurking Shadow
１２：Act 11 Tying the Rope
１３：Act 11 Tying the Rope
１４：Act 12 Something about Anna
１５：Act 12 Something about Anna



2019-SJ00009604-17フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LG,LF) IA-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ケイトン，トマス　Ｈ

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop the skill of English speaking and listening
by covering a wide range of creative and practical subjects. By the
end of the course students should achieve the ability and confidence to
express themselves and communicate in English in a variety of
situations when both traveling abroad and living here in Japan.
Practical skills include describing past events, giving film and book
reviews, discussing biographies and producing your own tour
brochure. A strong emphasis on error recognition and self-correction
is made and students' own needs are continuously addressed by
concentrating on class projects which develop skills that students are
likely to use in their future lives. Role-playing and opportunities for
discussion also add more flavor to this interesting course.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to have detailed and natural English discussions
about many topics.(知識・理解)

Students will be able to make extended formal presentations in front
of the class on a variety of interesting and useful topics.(技能)

Students will be able to take part in discussions, talk about themselves
and give their opinions in a natural way.(技能)

By the end of the course all students should have developed into more
highly motivated and active learners of English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Before most classes a small amount of preparation homework will be
required.This will include collecting and organizing materials for
presentations and previewing materials for the next topic.The
homework will take between 20 to 30 minutes per class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Students should actively participate in all lessons. To get a good
participation score students have to cooperate in both pair work and
individual work. Credit will also be given for good presentation
preparation and presentation performance.

Class evaluation will be based on participation (40%), presentation
preparation and performance (40%), and a final quiz (20%).

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

There is no formal textbook for this course.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The teacher will provide all materials and handouts.  Students
will be expected to buy a A4 size clear pocket file (at least 30
pockets)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction and Welcome

2. Personal Biography

3. Presentation: Life Stories

4. Travel Plans and Advice

5. Presentation : Foreign Country Advice

6. Instructions and Descriptions
 
7. Presentation: International Cuisine

8. Culture and Manners

9. Role play activity: Cultural Norms

10. International Business and Brands

11. Group Presentation: TV Commercials

12. Discussing and Debating News Stories

13. Presentation: International Issues

14. Role play activity: The English Interview

15. Final test, Feedback and Review



2019-SJ00009604-18フレッシュマン・イングリッシュⅣ「L(LG,LF) IA-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.



2019-SJ00009611-01インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハウ，スティーブン　マーク

◎－－－　概要　－－－◎

This course will help you develop your reading abilities in English
further. You will practise reading English at a more advanced level.
The course should be both stimulating and fun, and will cover a wide
range of reading topics. As well as your textbook, you should also
increase your exposure to English outside the classroom by reading
English books, newspapers, magazines and websites. This will help
you improve your comprehension skills and expand your vocabulary.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) You will develop your skills in interacting in English(技能)

(2) You will increase your knowledge and understanding of English
language and culture(知識・理解)

(3) You will be able to read and write English with greater confidence
(技能)

(4) You will have a positive attitude and strong motivation to continue
learning(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You will sometimes be given assignments for class and homework.
This will take you about 1.5 hours each week. You should read
through the next unit before each class. This will take you about 30
minutes each week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

In-class presentations 30% (10 times per semester, 10 x 3%) Goals (1
技能), (4 態度・志向性)
Homework exercises 30% (5 times per semester, 5 x 6%) Goals (2 知
識・理解), (3 技能)
Final exam in class 40% Goals (2 知識・理解), (4 態度・志向性)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Cover to Cover 2
[Author(s)] DAY, Richard R. and HARSCH, Kenton
[Publisher] Oxford University Press, 2007
[ISBN] 9780194758147
[Comments] ¥3215

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Unit 1 Health
3. Unit 2 Role reversal, presentation (3%), homework (6%)
4. Unit 3 Entertainment, presentation (3%)
5. Unit 4 Crime, presentation (3%), homework (6%)
6. Unit 5 Sports, presentation (3%)
7. Unit 6 Science, presentation (3%), homework (6%)
8. Review, JK Rowling and more
9. Unit 7 Intelligence, presentation (3%)
10. Unit 8 Viewpoints, presentation (3%), homework (6%)
11. Unit 9 Relationships, presentation (3%)
12. Unit 10 Wise words, presentation (3%), homework (6%)
13. Unit 11 Luck, presentation (3%)
14. Unit 12 Art
15. Final exam in class 40%



2019-SJ00009611-02インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの主にListeningとReadingの問題を演習を通じて、英語の
運用能力の向上を目指します。授業では決められた時間内に各
課の問題を解き、スマートフォンや携帯電話を使って解答して
もらいます。その場で各問の正答率が分かりますので、正答率
の低い問題を中心に解答・解説を行うとともに、映画の一場面
や英語の曲などを活用して重要な文法事項、単語や表現につい
ても身につけていきます。細切れの時間を活用して学習するコ
ツなどについても紹介します。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の重要な表現や文法事項について理解している(知識・
理解)

②英語を聞き取り、適切に応答できる(技能)

③要点をつかみながら、英語をある程度の速さで読むことがで
きる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】テキスト各課にあるVocabulary＆Phraseについては辞
書などを活用しながら授業までに例文も確認し、覚えてくるよ
うにしてください。また、決められた時間内に問題の全部を解
答できない人は、予習に力を入れて、わからない単語や文法事
項を調べて授業に臨んでください。（４０分）
【復習】同じパターンの問題を再び間違わないようになること
が英語力とスコアアップのポイントです。復習では授業で説明
する間違った問題を集めたノートを作り、1か月ほど期間を空
けて同じ問題を解いてみてください。（５０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点：５０％（到達目標の①～③をはかる練習問題の正答数
に基づいて評価）
定期試験：５０％（到達目標の①～③はかる問題の正答数に基
づいて評価）
　　　　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC L&R Test Intermediate
[Author(s)]Naoyuki Bamba and Katsuaki Oyama
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4090-7
[Comments]2,000円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業までにテキストを購入しておいてください。初
回の授業で授業の進め方についての説明を行い、
CheckLinkの登録をしますので、テキストとスマートフォ
ンなどを持って、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Introduction  Unit 1 Travel（名詞)
Week 2: TOEIC Mini Test 1(実践的な50問の問題を解く）
Week 3: Unit 2 Dining Out（形容詞）
Week 4: Unit 3 Media（副詞）
Week 5: Unit 4 Entertainment（時制）
Week 6: Unit 5 Purchasing（主語と動詞の一致）+ Unit 6
Clients（能動態と受動態）
Week 7: Unit 7 Recruiting（動名詞と不定詞）+ Unit 8
Personnel（現在分詞と過去分詞）
Week 8: Unit 9 Advertising（代名詞）
Week 9: Unit 10 Meetings（比較）
Week 10: Unit 11 Finance（前置詞）
Week 11: Unit 12 Offices（接続詞）
Week 12: Unit 13 Daily Life（前置詞と接続詞の違い）
Week 13: Unit 14 Sales & Marketing（関係代名詞）
Week 14: TOEIC Mini Test 2 (実践的な50問の問題を解く）
Week 15: Unit 15 Events （語彙の結びつき）+ Listening Test



2019-SJ00009611-03インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　インターネット上の教材を使って、グラマー・リーディン
グ・リスニングのうちいずれかの課題について、学校や自宅の
パソコンで、毎週4レッスンのペースで学習していきます。文
法課題では英語を話したり、書いたりするうえで必要最低限の
実践的な知識を、リーディング課題では日常生活やビジネスで
必要とされる英文読解力を、リスニング課題では英語を正確に
聞き取る聴取力をそれぞれ養成していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の基礎なリスニングができる。(技能)

英語の基礎なリーディングができる。(技能)

英語のグラマーの基礎力を修得する。(技能)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　初回の授業時に配布する進行予定表に従って、課題として割
り当てられた4レッスンのうち、授業中にやらなかったレッス
ン（目安として、2レッスン）は授業時間外にPC教室や自宅で
学習する。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価し
ます。

復習テスト：50％　
　（基準：英語のリスニング・リーディング・グラマーの基礎
力）

平常点（コンピュータの学習履歴、授業中の学習内容)：50％
　（基準：①主体的に英語学習をしていく姿勢
　　　　　②英語のリスニング・リーディング・グラマーの基
礎力）　　　　　　　　　

※このクラスは定期試験期間中に試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　 Practical English 7
[Author(s)]
[Publisher]　Reallyenglish
[ISBN] インターネット教材のためISBNはない。
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス
2.文法課題１
3.リーディング課題１
4.リスニング課題１
5.文法課題２
6.リーディング課題２
7.リスニング課題２
8.文法課題３
9.リーディング課題３
10.リスニング課題３
11.文法課題４
12.リーディング課題４
13.リスニング課題４
14.復習テスト
15.まとめ（と必要であれば追試）



2019-SJ00009611-04インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

岩本　弓子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の四技能のうち特にリーディングとライティングの力を養
う。アメリカで実際に放送されているABCニュースを視聴し、
スクリプトを読みながら、生の英語に触れ、これまで学習して
きた英語が実際どのように使用されているかを確認しながら学
習していく。さらにニュースの中で出てくる表現を使って平易
な英作文の練習も行う。日常で使用される頻度の高い語彙や簡
単なニュース英語の聞き取り練習も合わせて行っていく。英語
の学習のみならず、現代のアメリカに関する様々な知識、情報
も学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語ニュースに出てきた生の英語の語彙、英語表現を覚え、理
解できるようになる。
(知識・理解)

アメリカで実際話題となっている問題を知り、自分の国のこと
と比較したり、自分の考えを少しでも持てるようになる。(知
識・理解)

学習した表現を使って平易な英文が書けるようになる。(技能)

生の英語が少しでも聞き取れ、また英文をできるだけ正確に読
めるようになる。(技能)

異文化への興味を持つ。(態度・志向性)

学習した英語ニュースさらには自分で興味のある英語ニュース
を自分自身で視聴してみる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回わからない単語は辞書で調べておく。（15分）
単語の練習問題と英作文はあらかじめ自分で解いておく。（1
時間）
付属のCD　の視聴を授業前と授業後に行う。教科書のガイド
ラインに従ってオンライン映像配信サービスでニュースを自分
でも視聴しておく。（15分）

学習した単元ごとに学んだ語彙、和訳、英作文を良く復習し覚
える。（1時間）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点：25%（学習状況ー発表を点数化する。英文の聞き取
り、和訳、英作文を自分の力でどれだけできるかを評価する。
20％教師の問いかけにどのくらい自分の意見を述べられるかを
評価する。 5%）

定期試験：75%（学んだ単語を理解し、覚えているか、学習内
容を基に英作文を自分なりの英語で書けているか、英文を正し
く読めているかを評価する。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Broadcast ABC World News Tonight
[Author(s)]Shigeru Yamane, Kathleen Yamane
[Publisher]　Kinseido
[ISBN] 9784764740730
[Comments]テキスト価格　2500円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず電子辞書または書籍辞書を持参すること。ス
マートフォンの辞書は教室内では不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:授業の進め方、出欠の評価、授業中の発表に
関しての説明。ニュース英語の特徴。
Unit1のスクリプトの空欄補充。
2. Unit 1  98歳のシスター、チームの勝利に貢献
3. Unit 1 & Unit 2 夢の血液検査は本物？
4. Unit 2 & Unit 3 宝くじで大当たり
5. Unit 3 & Unit 4 迷惑電話を撃退する方法
6. Unit 4 & Unit 5 海洋生物の生態
7. Unit 5 & Unit 6 中国の宇宙ステーションが地球に墜落？
8. Unit 6 & Unit 7 息子が作った父の新しい腕
9. Unit 7 & Unit 8 トランプ大統領、銃規制へ
10.Unit 8 & Unit 9 ボブスレー選手はグリンベレー
11.Unit 9 & Unit 10 ペットボトルがサングラスに
12.Unit 10 & Unit 11 シリア難民の子供達の毎日
13.Unit 11 & Unit 12 キング牧師没後50年
14.Unit 12 & Unit 13 メキシコの麻薬製造現場からリポート
15.Unit 13 & まとめ。定期試験について

◎－－－　URL　－－－◎

www.kinsei-do.co.jp
(plusmedia)



2019-SJ00009611-05インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

太田　一昭

◎－－－　概要　－－－◎

イギリスの小説家ロアルド・ダール（Roald Dahl）の自伝作品
を素材としたテキストを読みます。テキストの精読によって英
文の理解力を高めます。授業では各Unitの英文を読み、練習問
題を解いていきます。毎回、読解英文のトピックに関連した英
作文の演習を行います。授業の最後に、その日に学習した内容
について小テストを行います。その評点が「小テスト評点」と
なります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代英語の基本的な読解力を身につける。(技能)

英語特有の語法を理解し、英作文の基本を習得する。(技能)

文学的「自伝」の味読を通して、異文化理解を深める。(知
識・理解)

積極的な英語学習を通して、自律的に学習する姿勢を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

語学の授業では予習と復習が大切です。次に学ぶUnitに目を通
し、語彙を調べ、練習問題を解いてみてください（60分）。授
業後には、学習したUnitを復習する習慣をつけてください（30
分）。そうすれば確実に英語力は向上します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点、小テスト評点、定期試験評点を総合して評価します。
各評点の比重は変わることがあります。
・平常点（受講状況、積極的な学習態度）5%
・小テスト評点（14回）30%
・定期試験評点（読解力、内容理解力）　65%
・遅刻及び欠席は、1回につき1点減点します。
・3回を超える欠席は、4回目から1回につき5点減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Dahl, Dahl, Dahl!─Reading Funny Tales from Boy
[Author(s)]森永弘司編
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-681-3
[Comments]1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小テストの際に教科書を用います。教科書を忘れると小テ
ストを受験することができません。必ず教科書を持参して
ください。また辞書を持参してください。電子辞書可。携
帯電話の使用は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記のUnit 1～Unit 14を学習します。各Unitは、語彙
チェック、リーディング、内容理解確認、英作文練習問題
のセクションから構成されています。初回授業では、英語
学習法、授業の進め方、成績評価方法等について説明しま
す。説明の後、Unit 1の語彙確認とリーディングのセク
ション（1-25行）を学習します。第2回～第15回の授業で
Unit 1の残りからUnit 14を学習します。1回の授業で1つの
Unitを学習することを目標としますが、進度は学習状況に
よって変わることがあります。

01. The bicycle and the sweet-shop (I) 述語動詞と準動詞
02. The bicycle and the sweet-shop (II) 準動詞（I）動名詞
03. The bicycle and the sweet-shop (III) 準動詞（II）不定
詞
04. The Great Mouse Plot 準動詞（III）現在分詞
05. Mrs Pratchett's revenge (I) 準動詞（IV）過去分詞
06. Mrs Pratchett's revenge (II) 動詞の活用
07. Mrs Pratchett's revenge (III) 現在形と原形の識別
08. The Matron (I) 過去形と過去分詞の識別
09. The Matron (II) 5文型（I）前置詞＋名詞
10. The Matron (III) 5文型（II）2文型／3文型
11. The Headmaster 5文型（III）4文型
12. Chocolates 主節と従属節および名詞節（I）主節と従属
節
13. Corkers 主節と従属節および名詞節（II）名詞節
14. Fagging (I) 形容詞節



2019-SJ00009611-06インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) R&W-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キンスラー，キース

◎－－－　概要　－－－◎

This course combines reading and writing. Students will be required
to read simple texts and to respond to comprehension questions using
grammatically correct English. Emphasis will be placed on
grammatical forms and there application in writing. Additional
writing exercises will be provided with an emphasis on basic structure
and use of different parts of speech.

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の文化や思考を理解しグローバルな発想ができるように
なる。(知識・理解)

To read simple texts and to answer simple questions about the content
in written form.
(技能)

日本語ではなく、英語で考えられるようになる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業の単語、イディオム等を復習しておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Students must participate satisfactorily in classroom activities.
この科目ではクラス活動、授業態度を重視し、積極的で主体的
な授業参加が望まれる。
There is continuous assessment of classroom activities and exercises.
授業活動、練習で継続的に評価を行っていく。
There is NO compulsory examination at the end of the semester.
However there is a final class quiz. 単位取得のための定期試験は
行わないが、クラス独自の修了試験は行う予定である。尚再試
験は実施しない。

クラス活動50%
小テスト 20%
復習試験 30%
合計　　 100%  (単位取得には60% が必要です)

There are 15 classes. Each class is worth 0 - 10 class work (CW)
points.
15 classes X 10 CW points = 150 CW points. 150 CW points/5 = 30
(30%)

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
使用テキストはありません。授業では教材としてプリント
を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are required to bring to each lesson: a notebook (or
paper), a dictionary, and a folder containing ALL printed
materials (handouts).
講義の際、毎回、必ず以下の物を持参すること。
ノート、辞書、配布された全てのプリントがファイルして
あるファイル
Please don't be late.
・遅刻をしないこと。
If there is some legitimate excuse for any absence, a note （欠席
届け） must be given to the teacher at the next lesson or as soon
as possible thereafter. 公欠等の欠席理由の届けは次回の講義
の際に提出することが望ましい。
MOBILE TELEPHONES are not to be used in the classroom at
any time. They must be turned OFF and kept in bags, not in or on
desks.
・教室に入る前に携帯電話のスイッチを切っておくこと。
尚、携帯電話はカバンの中等にしまい、机の上に置かない
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Lesson1  INTRODUCTION-COURSE DETAILS-
　　　　　 CLASSROOM ENGLISH

Lesson2  WRITING REVIEW-　　　　
　　　　　 SUMMARIZING

Lesson3  READING PASSAGE1-WRITING 　　　　　　　
REVIEW

Lesson4  READING PASSAGE1-contd.

Lesson5  READING PASSAGE2

Lesson6  READING PASSAGE2-　
　　　　　 contd.
  
Lesson7  READING PASSAGE3

Lesson8  WRITING-ACTIVITY-REVIEW

Lesson9  READING PASSAGE4

Lesson10 READING PASSAGE5 .

Lesson11 WRITING ACTIVITY-REVIEW

Lesson12 READING PASSAGE5

Lesson13 READING PASSAGE5contd.

Lesson14 READING PASSAGE6
 Lesson15 Final Exam



2019-SJ00009611-07インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) R&W-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：TOEIC SWに通用するようなリーディングとライ
ティングのトレーニングを行なう。
授業の進め方：テキストに沿って進める。
学習の方法：ライティングは次のように進める。短い文章から
始め、だんだんと長い文章も書けるようにする。その次は段落
を構成するほどの文章を用いてものごとを説明できるようにす
る。説明の仕方や語順によって描写力が変わることを体感し、
それを駆使できるようにする。説明力、描写力が上がれば今度
は自分の意見を表明する練習へと移行する。模範となるような
英文を読む（リーディング）ことによりそれがライティングに
活かされるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 英文を読んで、うまく伝えるためにどのような工夫がなさ
れているかわかるようになる。(知識・理解)

(2) 様々な構文を用い、語順を効果的に使って自分の考えを論
理的かつ具体的に伝えることができる。(技能)

(3) 授業内外で、思いを上手に伝えることができるようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業までに準備しておくことを指示する。テキス
トを読んだり、調べものをしたり、テーマについて考えたり、
である。
復習：再度テキストやノートを読み、授業で学んだことを今後
に活かせるように完全に自分のものにすること。（予習・復習
合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
課題（到達目標(1)(2)）（約50%）＋定期試験（到達目標(2))
（約50%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]はじめてのTOEICテスト スピーキング／ライティン
グ 完全攻略
[Author(s)]横川綾子、トニー・クック著
[Publisher]アルク
[ISBN]978-4-7574-2427-2
[Comments]テキスト価格：2,000円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．写真を描写する (1)（1文で）
２．写真を描写する (2)（1文をもっと長く）
３．写真を描写する (3)（7文～8文で）
４．写真を描写する (4)（語順を効果的に用いる）
５．相手の苦情や相談に解決案を提案する (1)
６．相手の苦情や相談に解決案を提案する (2)（別テー
マ）
７．相手の苦情や相談に解決案を提案する (3)（別テー
マ）
８．Eメールに返信する (1)
９．Eメールに返信する (2) （別テーマ）
10．Eメールに返信する (3) （別テーマ）
11．自分の考えを書く (1)（ブレインストーミング）
12．自分の考えを書く (2)（段落を作る。トピックセンテ
ンス等）
13．自分の考えを書く (3)（序論と結論）
14．自分の考えを書く (4) （別テーマ）
15．自分の考えを書く (5) （別テーマ）



2019-SJ00009611-08インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) R&W-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

上野　文

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、「読む」「書く」に重点をおいた授業で
す。英文の内容を正確に把握するために必要な語彙力の強化、
文構造理解のレベルアップを目指します。さらに、読み取った
内容を正確にアウトプットできるようにテキスト本文に関する
英語の設問に英語で答える練習を行います。
また授業では音声ＣＤを使用してリスニング練習を行います。
英文を聴き、声に出して発音練習することは学習した内容（語
彙、文構造、文法など）をしっかりと定着させることにつなが
りますので、授業中のリスニング練習には積極的に参加してく
ださい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文を読み、理解するために必要な語彙を身に付ける。(知
識・理解)

②英文を読むために必要な文構造を理解する。(知識・理解)

③読み取った内容の要旨をまとめることができる。(技能)

④段落ごとに英文を速読して内容を把握する力を付ける。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
次の授業で扱うユニットの英文を読む。分からない単語は辞書
で調べておく。（45分）

復習
授業で読んだ本文をもう一度読み直す。
復習テストの準備
（40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：10％（到達目標①②③④）
　学習態度、発表の仕方などを総合的に評価します。

復習小テスト：30％（到達目標①③）
　授業で扱った語彙の復習テストを行います。
　　　
定期試験：60％（到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Reading in Action Basic
[Author(s)]Tetsuhito Shizuka
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN]9784764740235
[Comments]価格1,800円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業にはテキストを購入の上、出席すること。
授業には必ず以下のものを持参すること。
①テキスト
②辞書（電子辞書可）
③筆記用具

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション、次回授業で扱う語彙の　　確認
２　Unit 1 Uniquely Japanese 　　　Hospitality

３　Unit 2 "Time Machine" With a flag on Top

４　Unit 3 Start and Finish Work Earlier

５　Unit 4 Humanoids in the Aging Society

６　Unit 5 No Longer a Man's World

７  Unit 6 What Will the 2020 Games Give Us?

８　Unit 7 Your Name Is Not on the List

９　Unit 8 When Quakes Hit, Eruptions May Follow

１０　Unit 9 As Young as 70 Years Old

１１ Unit 10 The Music Industry Needs to Change

１２　Unit 11 Don't Kill Lions to Prove Mnahood

１３　Unit 12　How About a Nose Job in Malaysia?

１４　Unit 13 Bats Carry Ebola but Don't Get It

１５　前期のまとめ、復習



2019-SJ00009611-09インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

大神　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICなどの外部英語検定試験のスコアアップを目標に、集中
的訓練を施し、グローバル社会で必要とされる実用的かつ総合
的な英語能力を養成します。一年次で学習した内容を復習しな
がら一歩進んだ内容に取り組み、さらなるスコアアップを目指
します。授業では、TOEICのテストパターンの把握と、効率よ
く解答するテクニックの習得、そのための学習と訓練を集中的
に行います。一回の授業では、テキストに従って１unitずつを
学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TEICにおける英語の問題の大意を聞き取る事ができる(技能)

Toeicの英語の問題に正確に早く解答する事ができる(技能)

Toeicにおいて出題頻度の高い英語の語彙を身につける。(知
識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的にTOEICの学習に取り
組むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業を充実したものとするため、また、授業を止めないために
も、十分準備しておくように

授業中の課題となる test　は、評価の対象となるので、しっか
り準備をして受験することが望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと定期試験により評価

・平常点　５０％（授業中の発表と授業のテスト等）
・定期試験　５０％　（英文法と文章把握の問題）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]An Amazing Approach to the TOEIC L&R Test
[Author]Hiromi Hagi 他
[Publisher]SEIBIDO　2019年
[ISBN]978-4－7919-7188-6　
[Comment]テキスト価格　￥2200＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の発表は順番に当たります。発表しなかった場合に
は減点の対象となります。また、授業中のテストは必ず受
験するように。平常点の基本となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方と説明
２．Unit 1　Home Appliances
３．Unit 2  Recreation
４．Unit 3  Restaurant
５．Unit 4  Supermarket Shopping
６．Test-1　Unit 11,mini-test
７．Unit 5  Housing
８．Unit 6  Business
９．Unit 7  Bank & Post Office
10. Test-2　Unit 12,mini-test
11. Unit 8  Job Hunting　
12. Unit 9  Health
13. Unit 10 Tourism
14. Test－3　Unit-11,12,mini-test
15.まとめ　提出物の返却



2019-SJ00009611-10インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

岡　俊房

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICに挑む学習者を対象に、基礎的な文法力を確実に身につ
けながら、特にPart5̃7を中心に実際のTOEICの内容に即した演
習を行う。無理のない段階的な構成のテキストブックを用い、
受験上のテクニックを習得するよりは、むしろ総合的な英語力
を強化することを目的とする。毎週、前回の学習内容の確認の
ため小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICに必要な語彙･イディオムについて、どのように覚えて
どのように使うか等、基本的なところを理解している。(知
識・理解)

TOEICに必要な文法･構文について、どのように文が構成され
るか等、基本的なところを理解している。(知識・理解)

TOEICに必要な基本的読解力を身につけている。(技能)

TOEIC受験に必要な解答技術を身につけている。(技能)

英語学習に積極的に取り組もうとした、または今後そうした
い。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：毎回ドリルの予習を行う。（45分）
事後学習：次の授業の最初に行われる小テストに備え復習を行
う。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

日頃の学習への取り組みと試験による評価
・毎週の学習状況（小テストを含む）５０％
・定期試験５０％
（いずれも全到達目標に関して総合的に評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New Steps to Success in the TOEIC Test Grammar &
Reading 450 Updated Edition
[Author(s)]David E. Bramley／中井弘一
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-732-2
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction: 授業の進め方等の説明（リスニングの自学
自習方法についても説明）

２回目以降はテキストに沿ってドリルを行う。
2. Drill 1,2
3. Drill 3,4
4. Drill 5,6,7
5. Drill 8,9,10
6. Drill 11,12
7. Drill 13,14
8. Drill 15,16
9. Drill 17,18,19
10. Dril 20,21,22
11. Drill 23,24
12. Drill 25,26
13. Drill 27,28,29
14. Drill 30,31,32
15. Drill 33,34,35
（進度は状況を見ながら調節する。）



2019-SJ00009611-11インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

迫　由紀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの形式と目的を理解し、英語のリスニング、リー
ディングに関して、限られた時間で、速読速解するための解答
力アップのストラテジーを学ぶ。また、問題を解くだけでな
く、音読やシャドウイング、ディクテーションなどのトレーニ
ングも行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの形式に慣れ、出題の意図、解法のポイントが理解でき
る。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、速読力
を身につける。(技能)

現代社会、ビジネス社会での生の英語の速度やリズムに慣れ、
聞き取ることができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるように積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回のユニットのリスニング練習、音読（30分）Skills
の確認と問題演習（60分）
復習：同じミスをしないように、なぜできなかったかを理解し
ながら、再度問題を解く。（60分）
　授業はあくまで、予習で準備してきた答え合わせ、自分の問
題点、現状把握、の場である。授業だけでテスト対策などでき
ないことを理解したうえで、授業時間外の学習にしっかり時間
をかけること。
　　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

 平素の活動状況（小テスト、授業への積極的な取り組みなど）
50％
 教場試験　50％

 積極的な英語学習取り組み状況と語彙力・速読力・リスニング
力がどれだけ身についているかを成績評価の基準とします。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。
ただし、教場試験にやむを得ず欠席した学生（伝染病の罹患な
ど）に限り、代替措置として追試を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Level-up Trainer for the TOEIC® Test, Revised Edition
[Author(s)] Ayako Yokogawa, Tony Cook
[Publisher]センゲージ・ラーニング
[ISBN]978-4-86312-294-9
[Comments]テキスト価格￥2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わり
に使用することは認めない。
・単語の意味だけでなく、語法、用例の理解が重要なので
紙媒体の辞書を推奨する。（例：コリンズコウビルド英語
辞典、ロングマン英英辞典、5万語程度収録の英和中辞
典）
・TOEICの要求するコミュニケーション能力とは、ことば
の意味だけでなく、社会人としての生活様式、ビジネスマ
ナーといったことばの意図、背景を読み取ることである。
毎回の授業では、英語の世界観をイメージできるよう、集
中して臨むこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
1.Introduction：TOEICの概要、意図、対策
　Pre-test
2.Pre-test 解説
　Unit 1　テスト形式を知る（1）Listening sections
3.Unit １　テスト形式を知る（２）Reading sections
4．Unit 2　基本戦略① （１）Listening sections
5. Unit 2 基本戦略① （２）Reading sections
6.Unit 3　基本戦略② （１）Listening sections
7．Unit 3　基本戦略② （２）Reading sections
8．Unit 4　英文の基本構造を見抜く（1）Listening sections
9．Unit 4　英文の基本構造を見抜く（2）Reading sections
10. Unit 5　解答根拠の登場順 （１）Listening sections
11．Unit 5　解答根拠の登場順 （２）Reading sections
12．Unit 6　正解の言い換えパターンを知る （１）
Listening sections
13．Unit 6　正解の言い換えパターンを知る（２）Reading
sections
14．Unit 7　機能疑問文を聞き取る（１）Listening sections
15.まとめと教場試験



2019-SJ00009611-12インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) ESP-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]LIGHTING UP THE TOEIC TEST
[Author(s)]植木美千子他
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4025-9
[Comments]テキストに加え自作ハンドアウトを配布する事
がある

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Unit 1: Traveling (wh疑問文)

3. Unit 2: Daily Life & Shopping (呼応の理解)

4. Unit 3: At Restaurant (級)

5. Unit 4: Job Hunting 1 (関係代名詞・分詞)

6. Unit 4: Job Hunting 2 (関係代名詞・分詞)

7. Unit 5: At the Office 1 (オフィス内の会話)

8. Unit 6: At the Office 2 (名詞の可算・不可算)

9. Unit 8: Doing Business Online (仮定法)

10. Unit 9: Housing (前置詞)

11. Unit 10: Making Deals & Contracts (動名詞・不定詞)

12. Unit 11: Public Service (接続詞)

13. Unit 12: Banking & Finance (形容詞・副詞)

14. Unit 13: At Seminars & Workshops (文脈の捉え方)

15. Unit 14: News & Media (時制)

※Unit 7はReview Testのため、授業中には実施しません



2019-SJ00009611-13インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

パソコンを使い、e-learning教材で文法・読解・リスニングの練
習課題に取り組みます。TOEICなどの試験に役立てることがで
きる形式の練習問題を数多くこなすことで、英語力を総合的に
伸ばしていくことを目指します。半期で48ユニットを修了する
ことを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、ビジネスメール等、様々な素材を読解
し、聞き取る練習を通し、英語特有の表現を着実に身に着け
る。毎回の練習によって、様々な状況下で適切な英語表現を使
い分け、英語を意思発信の「ツール」として無理なく使用でき
るようになることを目標とする。(技能)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

最初の授業で配布される進行予定表に従い、自宅、あるいは大
学のPC教室などで毎週2レッスンを学習してください。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

復習テスト 50％
　-学期中に学習した48レッスンを試験範囲とする復習テスト
を行います。

平常点 50％
　-授業内での学習態度、自主学習履歴、小テストを含みま
す。
　-毎週4レッスンずつ学習を進めていきます。予定された学習
を終えられなかった場合は、減点の対象となります。

※定期試験期間中に試験は実施しません。 再試験も実施しませ
ん。
※遅刻や居眠り、携帯電話の使用、授業とは関係のない私語な
どは平常点から随時減点します。
※授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3
分の1以上の欠席は単位取得が困難になることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]reallyenglish
[ISBN]
[Comments]web教材（オンライン教材の登録に必要な資料
を封筒形式で販売しています）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（1）初回授業には必ずテキストを購入して出席してくだ
さい。
（2）授業には必ず辞書を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス（利用登録など）
2. Grammar 1
3. Reading 1
4. Listening 1
5. Grammar 2
6. Reading 2
7. Listening 2
8. Grammar 3
9. Reading 3
10. Listening 3
11. Grammar 4
12. Reading 4
13. Listening 4
14. 復習テスト
15. 総括



2019-SJ00009611-14インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LE除く) C&O-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、従来型の講義形式による学習ではなく、大学の
PC教室や自宅のパソコンを使用してインターネット上にある教
材サイトにアクセスしながら、個々人のペースに応じて自学自
習を中心とした学習を進めていきます。

Grammar, Reading, Listening の３つの分野を授業１回ごとにこの
順番で学習していきます。（授業計画を参照）
授業１回につき４つのレッスンを学習しますが、そのうちの２
つを授業時間内に行い、残り２つを宿題とします。
この４つのレッスンを各自が毎週きちんと学習しているかどう
か、サーバーの学習履歴で毎週チェックしていきます。
前回のレッスンに関する単語のテストを毎回の授業の初めに行
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語彙・文法の知識を向上させる。(知識・理解)

英語の聴解・読解能力を向上させる(技能)

自学自習中心の学習スタイルを通じて、英語力向上に自主的に
取り組む積極的学習態度を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の授業に割り振られている４つのレッスンのうち、最初の
２つは授業中に行いますが、残りの２つは次回までの宿題にな
ります。（60分）また、授業中に終わりきれなかったレッスン
も次回までに仕上げて来て下さい。

毎回、授業の最初に、前回のレッスンに関する単語テストを行
いますので、その準備をしておいて下さい。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の３点を総合して成績評価します。なお、この授業は定期
試験期間中には試験を行いません。また、再試験も実施されま
せん。

単語テスト １０％
単語の知識がどのくらい定着しているかを評価します。
平常点 ４０％
学習履歴のチェックにより、自主的学習態度を評価します。
復習テスト ５０％
第14回目の授業時にレッスン内容に関する復習テストを行い、
文法知識・読解力・リスニングの向上の程度を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 実用英語TOEICテスト対策コース
[Publisher] reallyenglish
[Comments] 5,000円＋税。

これは、書籍ではなく、教材サイトに登録するためのチ
ケットです。登録は年度末まで有効であり、後期のイン
ターミディエイト・イングリッシュⅡ（C&O）でも継続し
て使用します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業で授業の進め方の説明とサイトへの登録作業を
行いますので、必ず出席して下さい。

教材登録用チケットは初回授業の前までに購入しておいて
下さい。

毎回、授業の最初に単語テストをしますので、遅刻しない
ようにして下さい。

みなさんのCISメールに連絡事項をメールすることがある
かもしれませんので、CISメールは定期的にチェックする
ようにして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

イントロダクション：
・授業の進め方を説明
・教材サイトへの登録
Grammar 1：
文法セクション １～４
Reading 1：
読解セクション １～４
Listening 1：
リスニングセクション １～４
Grammar 2
文法セクション ５～８
Reading 2：
読解セクション ５～８
Listening 2：
リスニングセクション ５～８
Grammar 3：
文法セクション ９～１２
Reading 3：
読解セクション ９～１２
Listening 3：
リスニングセクション ９～１２
Grammar 4：
文法セクション １３～１６
Reading 4：
読解セクション １３～１６
Listening 4：
リスニングセクション １３～１６
復習テスト：
これまでのレッスン内容に関する復習テストを行います。
まとめ：
テスト内容の解説とこれまでの学習のまとめを行います。



2019-SJ00009611-15インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LG,LF) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

高木　仁美

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、英文読解力を高め、文法を軸とした英作を通
して、英語ライティング力を強化することを目指します。読解
力の向上はもちろん、文法を理解することで、より自然な英作
ができるようになるようになりましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

読解力が伸びた(技能)

英文法の必要性がわかった(知識・理解)

段階を追った練習問題で英作力が付いた(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業予定箇所は目を通し、わからない単語などを調べて
おきましょう。(60分)　英作の練習問題は、必ず自分でやって
おき、授業時に照らし合わせるようにしてください。(40分）
復習:授業でやった個所をみなおし、不明な箇所がないように
してください。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験70％、平常点30％で評価します。
定期試験では、授業でやったことをきちんと理解しているかを
見ます。平常点は、毎回の授業中の取り組み、発表の結果、こ
ちらの質問に答えられるか、などを見ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing Key
[Author(s)]Y. Kitao, A. Allen
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764740860
[Comments]定価1800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に入る前に毎回出席のチェックをします。辞書を持っ
てくること。スマートフォンを辞書代わりに使うことは認
めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. General Information: 授業に関する全体的な説明、および
簡単な単語テスト
2. Unit 1: Orange Clothing シチリア産オレンジの意外な活用
法　動詞の用法
3. Unit 2: A Resonable Dream… パラリンピックの誕生　文
の主語
4. Unit 3: Japan's Popular Wave 世界の北斎、街角に現る　時
制
5. Unit 4: Color Matters 「いいね！」の親指が表わすもの　
形容詞・副詞
6. Unit 5: Business,No Bullets アフガン駐留米兵のある思い
付き　名詞
7. Unit 6 Spices for Life! カレーを食べて、人生にスパイス
を！　冠詞・数量詞
8. Unit 7: Plastic Planet バリ島の姉妹が地球を救う　分詞
9. Unit 8: London Coffee and Lazy men "コーヒー中毒”は怠
け者を生む！？　関係詞
10. Unit 9 Jacques' Lung 海洋探検家ジャック・クストーの夢
　比較
11. Unit 10: Disease vs.Hunger マラリアとの闘いは終わらな
い　助動詞
12. Unit 11: May We Have a Catalog, please? あなたの赤ちゃ
んを選んでみませんか　仮定法
13. Unit 12: Bright Little lights メキシコの小さな村を照らす
神秘　接続詞
14. Unit 13: Popular but Penniless 名声を得ども…　不定詞と
動名詞
15. 前期のまとめと試験について



2019-SJ00009611-16インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LG,LF) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業で使用する以下のテキストは、TOEIC Listening and
Readingテストのスコア500点を目指す英語学習者を対象に作成
されています。無駄なく無理なく英語力を伸ばし、スコアアッ
プにつなげるための教材です。そのため、英語基礎力の養成に
重点を置きながら、同時に実際のコミュニケーションの場面で
必要となるリスニング能力とスピーキング能力特に発音力を磨
きます。また、本テキストにはCheckLinkという解答・自動採
点機能が装備されていますので、授業中だけでなく課外でもPC
やスマホを用いて個人学習・自律学習することが可能です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の基礎的な語彙・文法・用法を修得する(知識・理解)

②生の英語の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができるよう
になる(技能)

③英文の内容を正確に早く読んで、理解できるようになる(技
能)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に学習に取り組むこ
とができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの当該箇所に出てくる未知語の意味を下調べし
て置いてください。（30分）
復習：CheckLinkをフル活用して、授業中正解できなかった設
問に何度もトライし直してください。(60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：25％（到達目標①②③④）
・Review Quiz：15％（到達目標①）
・復習テスト：60％（到達目標①②③）

このクラスは定期試験期間中には試験を実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Score Booster for the TOEIC L&R Test:Pre-
Intermediate
[Author(s)]　溝口　優美子 他
[Publisher]　金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments]　テキスト価格　￥2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業を欠席すると平常点の評価ができないため、単位取
得が難しくなる場合があります。病気で欠席する場合には
病院からの領収書、クラブ活動その他の理由で欠席する場
合にはそれに応じた証明書を提出してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. はじめに、Travel
2. Travel
3. Review Quiz、Dining Out
4. Dining Out
5. Review Quis、Entertainment
6. Entertainment
7. Reviw Quiz、Purchasing
8. Purchasing
9. Review Quiz、Advertising
10. Advertising
11. Reiew Quiz、Meetings
12. Meetings
13. Review Quiz、Daily Life
14. Daily Life、まとめと質疑応答
15. 復習テスト



2019-SJ00009611-17インターミディエイト・イングリッシュⅠ「L(LG,LF) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。なお、学習の際
ポートフォリオ（ファイルのようなもの）に学習内容を記録し
ます。日付、学習した項目、知らない単語や表現、間違えた問
題の反省などを記録しておきます。学期末にポートフォリオを
提出してもらい、成績評価の材料とします。
　文法問題を解く際は大学受験に使用した参考書を持参する。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語のリ
スニングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語の
リーディングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

英文を書いたり話したりする上で困らない英語のグラマーの基
礎力を身に付けることができる。(知識・理解)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します。 （30分～１時間程度）
　なお、記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
　復習テスト（５０％）、授業中の学習内容、コンピュータの
学習履歴（５０％）によって評価を行います。
※ 定期試験期間中に試験は実施しません。したがって再試験も
実施しません。やむを得ない事情により復習テストを欠席した
場合は追試を実施します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]　reallyenglish
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]5000円程度。インターネット教材であるために
iSBNはない。前期に引き続いて、後期も同じ教材を使用す
るため、改めて購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
2 Grammar１
3 Reading 1
4 Listening 1
5 Grammar 2
6 Reading 2
7 Listening 2
8 Grammar 3
9 Reading 3
10 Listening 3
11 Grammar 4
12 Reading 4
13 Listening 4
14 復習テスト
15 総復習および追試



2019-SJ00009612-01インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能のうち、リーディングとライティングの力を養成
します。特に、興味深いトピックについて、オーラル・コミュ
ニケーションやピア・フィードバック、等のタスクを行いなが
ら、効果的なパラグラフの書き方を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．パラグラフ・ライティングに必要な構成要素の効果的な使
い方を身に付ける。(技能)

２．日本の文化的事象を英語で表現する訓練を通して、日本の
文化に関する理解を再認識する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各Unitの最初にあるタスクを学習しておくこと。（４５
分）
復習：各Unitで学習した内容のまとめをしておくこと。（４５
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：４０％（質疑応答の回数と内容、タスクの内容）（到
達目標１，２）
課題発表：１０％（到達目標１，２）
定期試験：５０％（到達目標１）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing Facilitator
[Author(s)]Tetsuto Shizuka
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-751-3
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:授業の進め方、英語という言語の規則性の紹
介
2. Unit 1: A Paragraph as a Product
3. Unit 2: Writing a Topic Sentence
4. Unit 3: Writing Supporting Sentences
5. Unit 4: Writing a Concluding Sentence
6. Unit 5: Explaining Your Character
7. Unit 6: Describing Your Daily Life
8. Unit 7: Expressing an Opinion
9. Unit 8: Giving Advice and Instruction
10.　プレイスメント・テスト
11. Unit 9: Comparing and Contrasting
12. Unit 10: Explaining Japanese Culture
13. Unit 11: Describing Data Expressed in Graphs
14. Unit 12: Summarizing What You Have Read
15. Presentation



2019-SJ00009612-02インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、わが国で実施される英語検定試験でも最近最も注
目を浴びているTOEIC試験のスコアアップにつながるように、
リスニングとリーディングの２技能に焦点を当てながら、英語
の語彙・文法・構文などを中心とした英語の基礎的能力の強化
を目指します。英語力を伸ばすためには、日頃の努力の積み重
ねが大いに影響してくるため、日常において自ら少しでも英語
に触れられる環境を作り、目標点に到達できるように目的と意
志をしっかり持って、授業に臨んでください。また、検定試験
対策のみならず、テキスト以外に随時プリントを使用し、ボ
キャブラリー強化につながる英語の豆知識を取り入れた問題も
扱います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの問題形式や頻出単語・表現を身につけていく。(知
識・理解)

②品詞の働きを理解し、文法構造を正確に把握する。(知識・
理解)

③多様な場面において話される英語を聴いて理解する能力を育
成する。(技能)

④ビジネスや日常生活などに関する英文を読み、情報や考えな
ど書き手の意図を正確に読み取ることができる。(技能)

⑤授業内外で、主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎週実践的にテキストの問題を解いていくので、毎回予習・復
習は必須です。

事前学習：(1) 次回の授業時に触れるunitにおいて、わからない
語彙や言い回しについて、英和辞書で調べておいてください。
（20分）
(2) テキストのリーディングのパート(Part 5～7)を解いておいて
ください。（30分）

事後学習：リスニング・リーディングの両パートにおいて学習
した事柄（とくに語法・語彙・言い回しについて）復習してく
ださい。特にTOEIC試験の対策として、ボキャブラリー強化と
速読力などを身につけるための努力が必要です。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点: 20%（学習状況、課題提出、授業への参加度等）
（到達目標⑤）
・小テスト: 20 %（ボキャブラリーテスト） （到達目標
①②⑤）
・定期試験: 60%（到達目標①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST: Level 3 ‒Advanced‒
[Author(s)] 北尾泰幸、西田晴美、林姿穂、Brian Covert
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 9784255155968
[Comments] 2018年発行 1700円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書等については、授業中に必要に応じて推薦します。
質問等はEメールにて受け付けます（初回の授業時にメー
ルアドレスを教えます）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業では、必ず英和辞書を持参してください（ス
マートフォンを辞書代わりとすることは禁止です）。授業
中、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁止で
す。また、他の受講生の迷惑となる行為や、授業の進行を
妨げる様な行為（例：授業とは関係のない私語、授業の内
容の録画、撮影あるいは配信等の行為）は絶対にしないで
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation & Some Warm-ups
2. Unit 1: Eating Out　文法： 動詞（1）
3. Unit 2: Travel　文法： 動詞（2）
4. Unit 3: Amusement　文法： 品詞
5. Unit 4: Meetings　文法： 分詞
6. Unit 5: Personnel　文法： 不定詞と動名詞 （1）
7. Unit 6: Shopping　文法： 不定詞と動名詞 （2）
8. Unit 7: Advertisement　文法： 仮定法
9. Unit 8: Daily Life　文法： 受動態
10. Placement Test
11. Unit 9: Office Work　文法： 代名詞
12. Unit 10: Business　文法： 数量詞
13. Unit 11: Traffic　文法： 接続詞
14. Unit 12: Finance and Banking　文法： 前置詞
15. Unit 13: Media　文法： 語彙



2019-SJ00009612-03インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。なお、学習の際
ポートフォリオ（ファイルのようなもの）に学習内容を記録し
ます。日付、学習した項目、知らない単語や表現、間違えた問
題の反省などを記録しておきます。学期末にポートフォリオを
提出してもらい、成績評価の材料とします。
　文法問題を解く際は大学受験に使用した参考書を持参する。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語のリ
スニングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語の
リーディングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

英文を書いたり話したりする上で困らない英語のグラマーの基
礎力を身に付けることができる。(知識・理解)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します。 （30分～１時間程度）
　なお、記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

　復習テスト：５０％（到達目標①②③④）、授業中の学習内
容、コンピュータの学習履歴：５０％（到達目標①②③④）に
よって評価を行います。

※定期試験期間中に試験は実施しません。したがって再試験も
実施しません。やむを得ない事情により復習テストを欠席した
場合は追試を実施します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher] reallyenglish
[ISBN]
[Comments] 5000円程度。インターネット教材であるため
にiSBNはない。後期も前期と同じ教材を使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Grammar１
2 Reading 1
3Listening 1
4 Grammar 2
5 Reading 2
6 Listening 2
7 Grammar 3
8 Reading 3
9 Listening 3
10 プレイスメント・テスト
11 Grammar 4
12 Reading 4
13 Listening 4
14 復習テスト
15 総復習および追試



2019-SJ00009612-04インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

高木　仁美

◎－－－　概要　－－－◎

いろいろな分野の英文記事をまとめたテキストを使い、読解力
の向上、さらにさまざまなタイプの練習問題を解くことで、英
語の技能を伸ばしていくことを目指します。特に英作力につい
ては、2種類の練習問題をやることで、しっかりその技術を身
につけることができるでしょう。また、この社会にどのような
問題があるのか、些細な問題でも自分との関わり合いなどを考
える良い機会になると思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文記事を通じて、生きた英語を学ぶことができる(知識・理
解)

さまざまジャンルの記事を読むので、はば広い語彙や知識を身
につけられる(知識・理解)

社会の出来事に興味を持ち、積極的に調べるようになる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習:授業箇所は必ず事前に目を通し、わからない単語や事柄
をチェックするようにしましょう。練習問題もやってみるこ
と。(90分)
復習:授業でやったところは見直し、不明な点が残らないよう
にすること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験70％、平常点30％で評価します。
定期試験では、授業でやった内容や練習問題の理解度などを
チェックします。
平常点では、授業での発表(和訳、練習問題の解答など)や授業
態度などを見ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Jump into the World through News in English
[Author(s)]A. Watanabe, T. Ishii
[Publisher]Sanshusha
[ISBN]9784384334845
[Comments]価格1900円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に入る前に出席のチェックをします。
辞書を持ってくること。スマートフォンを辞書代わりにす
ることは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. General Infromation: 授業に関する全般的な説明、および
簡単な単語テスト
2. 第1章　スマートスピーカー、日本上陸！　Japan's smart
speaaker market heats up as Line faces off against Google and
Amazon
3. 第2章　未来のエコカー、電気自動車に軍配か？　Race
is on　to set up　Europe's electric car charging network
4. 第3章　土俵の女人禁制、伝統か差別か？　Sumo
association to thank women for providing first aid on dohyo
5.　第4章　はれのひ、「晴れの日」を台無しに
head of ruined kimono business faces the music and says sorry
6. 第5章　10代への施術も。強制不妊手術の真実
Lawmakers weigh compensation for victims of forced
sterlization under Japan's defunct eugenics law
7. 第6章　NHK受信料訴訟。国民の知る権利を充足？　
Top Japan court finds paying NHK broadcast fee "legal
obligation"
8. 第7章　少年刑務所、ホテルにリノベーション
Ancient Japanese capital to put up tourists in historic prison
9. 第8章　インスタ映え、地方復興の特効薬に？
Abe's proposal to boost regions through Instagram seen as
shallow
10.　プレイスメントテスト
11. 第9章　もったいない！食品ロス　Companies doing their
part to cut down on food waste in Japan
12. 第10章　海洋生物、ヒッチハイクで太平洋を渡る　Sea
critters hitchhiked adcross the Pacific on tsunami debris
13. 第11章　エベレスト、単独登山者と障がいを持つ人を
禁止　Napal bans solo climbers from Everest
14. 第12章　「焼き場に立つ少年」、平和の日のカードに
　Pope Francis prints pictures of Nagasaki atomic bomb victims
in warning over 'fruit of war'
15. 前期のまとめと試験について



2019-SJ00009612-05インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

永末　康介

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、さまざまな分野の英文記事を通してリーディング
とライティングの力を養う。リーディングの学習では、英文記
事の精読に加え、英文多読を適宜交えて、読解力を伸ばす。ラ
イティング学習では、英文記事に出てきた重要表現などを使い
こなす練習を行うなどして、基本的な表現力を伸ばす。
授業では、小テスト[事前に指定された英文記事の内容が中心
となる]を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①さ ま ざ ま な 分 野 の 英 文 を 通 し て 、英文を 読 む 力 を
伸ばす 。(技能)

②英語の基本構造を理解しながら、英語を書く力を伸ばす。
(技能)

③自律的な学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこ
とができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業で扱う英文記事について、全体的な理解ができ
るようにしておく。必要に応じて、関連する内容についても自
主的に調べたり考えたりしておく。（60分）

事後学習：授業時に扱った英文記事について、全体的な意味を
確認しながら音読する。加えて、英文記事に出てきた重要表現
などを使って、自分の考えを英語で表現できるようにしてお
く。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により評価します。
・定期試験：30%（到達目標①②）
・平常点（学習状況、課題提出、小テストなど）：70%（到達
目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に無し

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業に必ず出席すること。
毎回辞書を持参すること。
授業中のマナーを守ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 自分の好きな仕事①
3. 自分の好きな仕事②
4. 成功の秘訣
5. 人生のデザイン①
6. 人生のデザイン②
7. 英語とのつきあい方
8. 少子高齢化①
9. 少子高齢化②
10. プレイスメント・テスト
11. Internet of things
12. メディア・リテラシー①
13. メディア・リテラシー②
14. これからの教育
15. まとめ



2019-SJ00009612-06インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&W-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

服部　八重

◎－－－　概要　－－－◎

　二年次後期のリーデイング＆ライテイングクラスとして、一般教
養をさらに身につけるのに適した教材を用い、内容の読み取りや、
それに喚起される色々な考えや感想を書いたり、話したりして、英
語で考えて表現する演習を行います。

　各トピック前後の質問や展開に沿って、話すことも意識しなが
ら、テキストに書き込んだり、宿題ではまとまったパセッジを書い
てきます。

　内容の読み取りから発展し、自身の考えや、調べた事柄の報告、
クラスに知らせたい新知識や自らの体験に基づくコメント、等々を
原稿やドラフトを基礎として、クラスで紹介し表現します。

　読む、書くを重点的に学ぶクラスですが、同時に、聞く、話すこ
とも行っていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各ユニットの意味内容を新語彙も体得して、読み取り、同時に聞き
取れます(知識・理解)

テキストの内容について意見や感想、展開を書く表現によって習得
できます(知識・理解)

Q＆Ａにスムーズに応える練習で、口頭や書く作業の積み重ねによ
り、英語で、より速い反応ができるようになります。(技能)

テキストの質問に取り組む演習で、英語の読み書きが、自然にでき
るようになります(技能)

テキストによる新知識だけでなく、クラスメートの発表により、視
野を広げることができます(態度・志向性)

クラスの優秀な学生とその考え方や表現法に接することで、切磋琢
磨し、よりアカデミックな関心や学ぶ態度が啓発されていきます
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として、音声ストリーミング配信により聞き取りとユニット
の内容を読み取ってくる（３０分）

　予習として、テキストで尋ねられている質問に答えられるよう、
テキストの書く作業を行ってくる（30分）

　復習として、Further Thinking に課されている問に関し、調べた
り、考えたりして、まとまったパセッジを書いて来る（30分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

　定期試験　（テキストの内容を中心に）　５０％

　ライテイングの提出物（5段階で評価します）とそれを基にした
口頭発表やチームでの発表活動等　　　　　　　　　　４０％

　平常点　　（クラス活動、宿題の取り組み、発表や受講態度等）
　１０％　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Trough Active Learning
[Author(s)] Torikai, Suzuki & Inda
[Publisher] Asahi Press, 2019
[ISBN] 978-4-255-15616-3
[Comments] 1700 yen + tax

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　規定に従って慎重に、スムーズに登録し、早めのテキス
ト購入により、全体をサッと読んで、流れを掴みましょ
う。
　遅刻や欠席が無いようにベストを尽くして授業に臨みま
しょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1. 授業の進め方等の説明と学生による英語での自己紹介
他己紹介
　2.　Unit 1 Desert Wisdom
 3. Unit 2 The Power of Friendship
 4. Unit 3 Cell Phone Culture
 5. Unit 4 Men are from Mars,  Women are from Venus
 6. The beginning Part of Bochan
 7. Guernica
 8. The Art of Lying
 9. Fuji-san
10.〝Placement Test"
11. The Three Sectrets to Persuasion:Aristotle and Ethos, Pathos,
and Logos
12. Malala Yousafzai Nobel Peace Prize Lecture
13. Eating Disorders & Working Conditions, Death from
Overwork
14. Emotional Robots & Maslow's Hierarchy of Needs
15. Summary, complement and review, plus additional
comments and discussions



2019-SJ00009612-07インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&W-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

上野　文

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、「読む」「書く」に重点をおいた授業で
す。英文の内容を正確に把握するために必要な語彙力の強化、
文構造理解のレベルアップを目指します。さらに、読み取った
内容を正確にアウトプットできるようにテキスト本文に関する
英語の設問に英語で答える練習を行います。
また授業では音声ＣＤを使用してリスニング練習を行います。
英文を聴き、声に出して発音練習することは学習した内容（語
彙、文構造、文法など）をしっかりと定着させる助けになりま
すので、授業中のリスニング練習には積極的に参加してくださ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文を読み、理解するために必要な語彙を身に付ける。(知
識・理解)

②英文を読むために必要な文構造を理解する。(知識・理解)

③読み取った内容の要旨をまとめることができる。(技能)

④段落ごとに英文を速読して内容を把握する力を付ける。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
次の授業で扱うユニットの英文を読む。分からない単語は辞書
で調べておく。（45分）

復習
授業で読んだ本文をもう一度読み直す。
復習テストの準備
（40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：10％（到達目標①②③④）
　学習態度、発表の仕方などを総合的に評価します。

復習小テスト：30％（到達目標①③）
　授業で扱った語彙の復習テストを行います。
　　　
定期試験：60％（到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Reading in Action Basic
[Author(s)]Tetsuhito Shizuka
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN]9784764740235
[Comments]価格1,800円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業にはテキストを購入の上、出席すること。
授業には必ず以下のものを持参すること。
①テキスト
②辞書（電子辞書可）
③筆記用具

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　オリエンテーション、次回授業で扱う語彙の　　確認
２　Unit 1 Uniquely Japanese 　　　Hospitality

３　Unit 2 "Time Machine" With a flag on Top

４　Unit 3 Start and Finish Work Earlier

５　Unit 4 Humanoids in the Aging Society

６　Unit 5 No Longer a Man's World

７  Unit 6 What Will the 2020 Games Give Us?

８　Unit 7 Your Name Is Not on the List

９　Unit 8 When Quakes Hit, Eruptions May Follow

１０　プレイスメントテスト

１１ Unit 10 The Music Industry Needs to Change

１２　Unit 11 Don't Kill Lions to Prove Mnahood

１３　Unit 12　How About a Nose Job in Malaysia?

１４　Unit 13 Bats Carry Ebola but Don't Get It

１５　後期のまとめ、復習



2019-SJ00009612-08インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) R&W-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キンスラー，キース

◎－－－　概要　－－－◎

This course combines reading and writing. Students will be required
to read simple texts and to respond to comprehension questions using
grammatically correct English. Emphasis will be placed on
grammatical forms and there application in writing. Additional
writing exercises will be provided with an emphasis on basic structure
and use of different parts of speech.

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の文化や考え方を理解し、グローバルな発想ができるよ
うになる。(知識・理解)

To read simple texts and to answer simple questions about the content
in written form. (技能)

日本語ではなく、英語で考えられるようになる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習：その日のうちに習ったことに目を通して、復習。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Students must participate satisfactorily in classroom activities.
この科目ではクラス活動、授業態度を重視し、積極的で主体的
な授業参加が望まれる。
There is continuous assessment of classroom activities and exercises.
授業活動、練習で継続的に評価を行っていく。
There is NO compulsory examination at the end of the semester.
However there is a final class quiz. 単位取得のための定期試験は
行わないが、クラス独自の修了試験は行う予定である。尚再試
験は実施しない。

クラス活動50%
小テスト 20%
復習試験 30%
合計　　100%

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用テキストはありません。授業では教材としてプリント
を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are required to bring to each lesson: a notebook (or
paper), a dictionary, and a folder containing ALL printed
materials.
講義の際、毎回、必ず以下の物を持参すること。
ノート、辞書、配布された全てのプリントがファイルして
あるファイル
Please don't be late.
・遅刻をしないこと。
MOBILE TELEPHONES are not to be used in the classroom at
any time. They must be turned OFF and kept in bags, not in or on
desks.
・教室に入る前に携帯電話のスイッチを切っておくこと。
尚、携帯電話はカバンの中等にしまい、机の上に置かない
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Lesson1  INTRODUCTION-COURSE DETAILS-
CLASSROOM ENGLISH
Lesson2  WRITING REVIEW-SUMMARIZING
Lesson3  READING PASSAGE1-WRITING REVIEW
Lesson4  READING PASSAGE1-contd.
Lesson5  READING PASSAGE2
Lesson6  READING PASSAGE2-contd.
Lesson7  READING PASSAGE3
Lesson8  WRITING-ACTIVITY-REVIEW
Lesson9  READING PASSAGE4
Lesson10  PLACEMENT TEST.
Lesson11  WRITING ACTIVITY-REVIEW
Lesson12  READING PASSAGE5
Lesson13  READING PASSAGE5 contd.
Lesson14 WRITING  REVIEW
Lesson15 Final Exam



2019-SJ00009612-09インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

高瀬　和子

◎－－－　概要　－－－◎

企業がグローバル化していく中で、企業の中には、コミュニケーションに
必要な英語能力を測定する基準としてTOEICテストのスコアを用いるとこ
ろが多くなっているようです。
この講義では、TOEIC L&R Test の問題形式や解き方に慣れると同時にス
コアアップを目指してテスト対策をしながら、英語力をつけます。また、
各トピックでよく用いられる語彙や、その語彙がどのような状況で使われ
るかといった背景知識もあわせて学びます。テキストの問題を解きなが
ら、実際にビジネスの場面や日常生活で使える英語を習得します。
テキストは、各ユニットが実際のテストに近い形式で、リスニング・セク
ションとリーディング・セクションで構成されています。
各ユニットは次のように進めます。
【Warm-up】・ Check Your Vocabulary! : 単語とその意味の問題を解きま
す。単語がヒントになったり、単語を知らなければ解けない問題もあるの
で、ここで英語の語彙力を増強します。
・Word Association : 日本語に対応する英語表現を学びます。声に出して正
しく言えるように練習します。
【Listening Section】 ・Part 1～Part 4 のリスニング問題を解きます。リス
ニング力を強化するために、ディクテーションやシャドーイングの練習を
します。
【Reading Section】・Part5～Part 7 短文穴埋め問題を説き、文法事項を確
認します。
・Part6～Part 7長文穴埋め問題、長文読解の問題を解きます。広告やＥ
メール、手紙、告知などいろいろな文に接して、早く解答できるように必
要な情報を素早く見つける練習をし、その後精読して内容を正しく理解し
ます。
【Self-Study Quizzes】各ユニットの最後で、リスニングテスト に挑戦しま
す。学習したことを生かして前回のテストよりも得点アップを目指しま
す。
〇全講義中、２回リスニングテストを受けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①「生の英語」の速度やリズムに慣れ、大体聞き取ることができる。(技
能)

②英語の短い表現を正しく声に出して言うことができる。(態度・志向性)

③日常生活や職場、TOEIC受験に必要な英語の語彙力を身に付ける。(知
識・理解)

④コミュニケーションや文書を読む為に必要な英文法を身に付ける。(知
識・理解)

⑤Eメールや告知などの英語の文書を読んで理解することができる(知識・
理解)

⑥英文に対する質問の答えを素早く見つけ出すことができる。(技能)

⑦自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むことがで
きるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回でするユニットのWarm-upを5分以内で実際のテストのように
解答する。辞書で調べてみる。(30分)
復習：学習したユニットの語彙、音声ダウンロードを使って、スクリプト
のリスニングや音読、Reading パートの英文を音読する。(20分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点１５％（到達目標②⑦）
・毎回の小テスト１５％（到達目標①②③）
・リスニングテスト：２０％（到達目標①）
・定期試験：５０％（到達目標③④⑤⑥）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Keys to THE TOEIC Listening and Reading
Test GOAL →　５００  4th Edition
[Author(s)]Mark. D. Stafford
[Publisher] Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55262-5
[Comments]テキスト1800円税別

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の始めと終わり頃に約10分近くテスト形式になる。
・辞書を必ず持参して、わからない時は調べる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction: 授業の進め方、予習・復習、出欠評価、成績
評価基準および方法などについての説明を受ける。
Unit 1: Daily LifeーWarm-Up, Listening Part 1, Part 2
2.Unit 1: Daily Life -- Listening, Reading：品詞の区別、広告
   Unit 2: Places -- Listening, Reading : 手紙、カード
3. Unit 3: People--Listening, Reading : 代名詞、Ｅメール
　 Unit 4:  Travel--Listening
4. Unit 4:  Reading : Ｅメール、広告・告知
   Unit 5: Business--Listening
5. Unit 5: Reading : 動詞の形、メモ・Ｅメール
   Unit 6: Office--Listening. Reading : 手紙、テキストメッ
セージ・手紙
6. Unit 7: Technology -- Listening, Reading: 語い、Ｅメール・
ウェブサイト
   リスニングテスト
7. Unit 8: Personnel -- Listening, Reading : 手紙、記事
8. Unit 9: Management -- Listening, Reading : 接続詞、告知・
テキストメッセージ
9. Unit 10: Purchasing-- Listening, Reading: 告知、手紙・レ
シート・Ｅメール
 Unit 11: Finances -- Listening
10.　プレイスメント・テスト
11. Unit 11: Finances -- 時制、Ｅメール・レポート
    Unit 12: Media -- Listening
12. Unit 12. Reading: Ｅメール・記事
    Unit 13: Entertainment -- Listening, Reading : 前置詞、Ｅ
メール
13. Unit 14: Health -- Listening, Reading : Ｅメール、
ＦＡＸ文書
14. Unit 15: Restaurants -- Listening, Reading: 熟語、用紙・Ｅ
メール・ウェブサイト
15. リスニングテスト
    まとめ



2019-SJ00009612-10インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

島居　佳江

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの受験を念頭に、実践的なトレーニングを中心とした指
導を行います。単なる受験テクニック（test-taking skills）のみ
ならず、アクティブラーニングを通して、リスニング、リー
ディングそして英文法、語彙のバランスのとれた総合的な英語
力を強化します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙力を身につける(知識・理解)

基本的な文法事項を理解できる(知識・理解)

グループワークで能動的に参加できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
単語テストの準備
授業予定の問題をやっておく
復習
予想練習問題に取り組む

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

積極的な授業参加：30%
単語テスト：30%
定期試験：40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  GREEN LIGHT FOR THE TOEIC TEST
[Author(s)]  Maiko Tsuchiya, Yoshie Shimai
[Publisher]  CENGAGE
[ISBN]  9784863122789
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中古のテキスト（他人の回答入り）の使用は認められませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction, 2週目より毎週単語テスト
2. Daily Life, Pre-test
3. Health
4. Education
5. Travel
6. Transportation
7. Shopping
8. Restaurant
9. Entertainment
10. プレイスメントテスト
11. Office 1
12. Office 2
13. News
14. Post-test
15. Ads



2019-SJ00009612-11インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) ESP-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

安浪　誠祐

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語資格検定試験（外部テスト）
のうち特に社会的ニーズが高いと思われるTOEICの受験を念頭
に、実践的なトレーニングを中心とした指導を行います。ただ
単に受験のテクニック（task-taking skills）のみならず、トレー
ニングを通してリスニングとリーディング、それに英文法のバ
ランスの取れた総合的な英語力を強化します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙やその語の英文中での機能を理解することができ
る。(知識・理解)

TOEIC(R)テスト受験の準備として、TOEIC(R)テストがどのよ
うなものであるかを知ることができる。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教科書を予習して授業に臨み、授業後は復習をして、学んだ
ことを定着させること。（45分）
・「音声ファイルをダウンロード」からダウンロードした音声
を何度も繰り返し聞いて、英語のリズムに慣れること。（45
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
①評価基準
　教科書の理解度がどの程度なのかを評価の基準とする。
②評価方法　
　・定期試験: 50％（到達目標①②）
　・小テスト: 40％（到達目標①②③）
　・平常点: 10％（到達目標③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Next Step to the TOEIC(R) Test　TOEIC(R)テスト：
さらなる一歩
[Author(s)]　安浪誠祐・Richard S. Lavin
[Publisher]　朝日出版社
[ISBN]　978-4-255-15582-1
[Comments]　テキスト価格　2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、前の週の復習小テストがあるので、必ず前回の
レッスンの復習をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回: 授業ガイダンス
第2回: UNIT 1 Campus Life
第3回: UNIT 2 Student Life
第4回: UNIT 3 Eating & Drinking
第5回: UNIT 4 Shopping
第6回: UNIT 5 Health
第7回: UNIT 6 Business Situation
第8回: UNIT 7 Daily Life
第9回: UNIT 8 Post Offices & Banks
第10回: プレースメントテスト
第11回: UNIT 9 Entertainment
第12回: UNIT 10 Trips & Vacations
第13回: UNIT 11 Meetings
第14回: UNIT 12 Jobs
第15回: UNIT 13 Advertising



2019-SJ00009612-12インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) ESP-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

山崎　美穂子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、英語によるコミュニケーション能力を総合的に
評価するTOEIC Listening and Reading Testの受験対策のためのテ
キストを用いて、英語のリスニング力、文法力、読解力を養い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出する語彙・表現を身につける。(知識・理解)

②ビジネスや日常での会話、トークに慣れ、リスニング能力を
伸ばす。(技能)

③英語の文章を速く、正確に読解するスキルを伸ばす。(技能)

④積極的に問題に取り組み、自律した学習態度を身につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で学習するUnitのVocabularyの箇所は前もって記
入し、各Warm upを解答しておくこと。また、Part 5およびPart
6のPointを確認し、Practiceは解答しておく(60分)。
復習：学習したUnitのプリントを解く。また授業中に間違った
ところを見直し、小テストに備える(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業態度・参加状況：30％　（到達目標④）
小テスト：25％（到達目標①②③④）
定期試験：45％ （到達目標①③）
欠席が多いと授業態度や参加状況を踏まえての総合的な評価が
できず、単位の取得が困難になる場合があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Full Gear for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] Mark D. Stafford 他
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740648　
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず辞書を持参のこと。（電子辞書可）
携帯電話での辞書機能使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Unit 1 Events
3. Unit 2 Eating Out
4. Unit 3 Shopping
5. Unit 4 Office
6. Unit 5 Housing
7. Unit 6 Community
8. Unit 7 Facilities
9. Unit 8 Personnel
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 9  Meetings and Workshops
12. Unit 10   Transaction and Finance
13. Unit 11   Travel
14. Unit 12   Health
15. Unit 13   Letter and Email



2019-SJ00009612-13インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

自宅や大学のパソコンを使用して、e-learning教材で文法、リー
ディング、リスニングの問題を学習します。毎週授業で2レッ
スン、課外学習として２レッスンの計4レッスンの課題に取り
組み、半期で48レッスン学習します。練習問題を継続的にこな
していくことで、総合的な英語力の強化を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

積極的に英語学習に取り組むことができるようになる(態度・
志向性)

英語の文章を読んで、内容を理解することができる(知識・理
解)

自然なスピードの英語に慣れる(技能)

リスニングの練習を通して、英語での内容のポイントをおさえ
ることができるようになる(技能)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

最初の授業で配布される進行予定表に従い、自宅、あるいは大
学のPC教室などで毎週2レッスンの学習をしてきてください。
(45分)
＜復習＞
間違えた問題を解き直す。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

(1) 最終テスト50％(学期中に学習した48レッスンを試験範囲と
する復習テストを行います)
(2) 平常点50% (授業への積極的参加、課題の進捗状況、小テス
トから評価します)

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 総合英語TOEICテスト　対策コース
[Author(s)]
[Publisher]reallyenglish
[ISBN]
[Comments]web教材（前期に続いて、後期も同じ教材を使
用するため、改めて購入する必要はない。）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・授業中のスマートフォンの使用及び学習内容と無関係の
サイトの閲覧を禁止します。
・遅刻、私語や内職、居眠りなどは減点の対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス、Grammar(受動態、助動詞)
2. Grammar（過去完了形、不定詞・動名詞）
3. Listening、「オンラインショッピング」など（関係代名
詞、形容詞）
4. Reading、「新製品の紹介」など（仮定法、後悔の表
現）
5. Grammar、「面接の応募者の比較」など（数量詞）
6. Listening、「考えを明確に伝える」など（原因・結果を
表す言葉）
7. Grammar、「アポイントを取る」など（譲歩の接続詞）
8. Listening、「空港の利用」など
9. Reading、「電話応対」など
10. プレイスメント・テスト
11. Reading、「マーケットリサーチ」など
12. Listening、「オフィス機器の操作」など
13. Reading、「プレゼンテーションのコツ」など
14. 最終テスト
15. 総括



2019-SJ00009612-14インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LE除く) C&O-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュI・IIでは、大学のPC教
室や自宅のPCを活用し、英語の各技能（grammar, reading,
listening）をスキルアップします。
教室での対面式授業と自宅での学習による英語技能の基礎固め
を行うことで、各学部の専門性の高い英語を理解する力を養成
します。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も同時に養います。
従来の読む事に重きを置いた英語学習ではない、英文全体を見
ながら文意を正しく理解する力を身につけましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

e-learning教材を活用し、英語を正しく理解するための総合的な
英語力を身に付ける。(技能)

英語のリスニングの基礎力を身に付ける。(技能)

英語のリーディングの基礎力を身に付ける。(技能)

英語のグラマーの基礎力を身に付ける。(知識・理解)

授業内外で主体的に英語学習に取り組む。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します。
なお、記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます。

予習：5分
復習：10分

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・学習態度やe-learningの学習状況を総合的の評価：50%（到達
目標1,2,3,4）
・復習テスト：50%（到達目標5）

※定期試験期間中に試験は行いません。よって再試験も実施し
ません。

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]reallyenglish
[ISBN]インターネット教材のためISBNはない。
[Comments]5000円程度。前期、後期ともに同じ教材を用い
るため改めて購入しないよう

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・辞書を持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

・理由がある欠席の場合のみ、復習テストの追試を行う

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業に関する説明を行うため、必ず出席す
る事）

2. 文法課題

3. リーディング課題

4. リスニング課題

5. 文法課題

6. リーディング課題

7. リスニング課題

8. 文法課題

9. リーディング課題

10. プレイスメントテスト

11. 文法課題

12. リーディング課題

13. リスニング課題

14. 復習テスト

15. Review



2019-SJ00009612-15インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LG,LF) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

現代イギリス文化の特質について学びながら、特にリーディン
グ能力、およびライティング能力を向上させることを目的とし
ます。テキストは、イギリス文化理解のためのさまざまなト
ピックを、「日・英の比較文化的視点」から論じた書き下ろし
のエッセイの読解と、その理解力を向上させるための練習問題
によって構成されています。エッセイの理解とライティング演
習のために必須な、英語文法の基礎理解のための練習問題も豊
富に盛り込んでいます。英語表現問題、特にFree Writingは毎回
の授業外の「課題」としますので、ぜひ積極的に取り組んでみ
てください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文の内容を正確に速く理解するトレーニングを積み、読解
力を身につける。(技能)

②日常会話にも役立つような、簡単な英語表現を書くことがで
きるようになる。(技能)

③異文化についてその特徴を知り、理解する。(知識・理解)

④英文の読解、練習問題について、自発的に発表し、解答に取
り組む。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でおこなうユニットの「Warm-Up」
（Vocabulary）の部分と英語テキストの部分を、授業開始まで
にチェックしておくこと（60分）。
復習：毎回学習したユニットの文法事項の確認および、課題と
する「Free Writing」（自由英作文）を解いてみること（60
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
学習状況：発表：1章を1回担当）20%（到達目標④）、復習課
題の提出「Free Writing」10回）20%(到達目標②）、定期試
験：到達目標①②③の理解度をはかる筆記試験（定期試験）
60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Cross-Cultural Views on Britain
[Author(s)]Richard Bent, Tetsuya Iseki 他
[Publisher]南雲堂
[ISBN]9784523177531
[Comments]テキスト価格￥2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず英和辞典（電子辞書等、スマートフォンは不
可）を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction: 授業の進め方、評価等についての説明を、
Unit 1: The Royal Mail、不定詞 をサンプルとしておこない
ます。2回目以降は、以下の通り、テキストに沿って、各
ユニットのテーマについて学習します。
2. Unit 2: British Sports Everywhere、動名詞
3. Unit 3: The Beatles Foreever!、過去形・現在完了形
4. Unit 4: From the Cradle to the Grave?、現在進行形
5. Unit 5: Great Novelists、助動詞１
6. Unit 6: History of the Royal Family、助動詞２
7. Unit 7: Pound or Euro?、自動詞・他動詞
8. Unit 8: What is the Tube?、受動態
9. Unit 9: Two-Party Politics、仮定法過去・仮定法過去完了
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 11: New House, Old House、名詞・冠詞
12. Unit 12: Are British Foods Tasty?、比較
13. Unit 13: Newspaper, TY or iPad?、分詞
14. Unit 14: Public School and Hogwarts、副詞節
15. Unit 15: VAT and Consumption Tax、関係代名詞



2019-SJ00009612-16インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LG,LF) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

大神　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

新形式のTOEICに対応したテストのスコアを上げる事を目標
に、集中的訓練を施し、グローバル社会で必要とされる実用的
かつ総合的な英語能力を養成します。一年次で学習した内容を
復習しながら一歩進んだ内容に取り組み、さらなるスコアアッ
プをめざします。授業ではTOEICのテストパターンの把握と効
率よく解答するテクニックの習得を集中的に学習していきま
す。一回の授業では１Unitずつを学習します。また、授業中に
テストを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの英語の問題の大意を聞き取る事ができる(技能)

TOEICの問題を正確に早く解答する事ができる(技能)

TOEICで出題頻度の高い英語の語彙を身につける(知識・理解)

自律的な英語学習者になるように、積極的にTOEICの学習に取
り組むことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業を充実したものとするため、また、授業を止めないために
も十分に準備をしておくように

授業中の test　は、評価の対象となるので、しっかり準備をし
て受験することが望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと定期試験により評価

・平常点　５０％（授業中の発表と授業中のテスト等）
・定期試験　５０％（英文法と文章把握問題）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the　TOEIC L&R Test　Intermidiate
[Author]Naoyuki Bamba  他
[Publisher]KINSEIDO   2019年
[ISBN]978-4－7647-4090-7　
[Comment]テキスト価格　￥2000＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の発表は順番に当たります。発表しなかった場合に
は減点の対象となります。また、授業中のテストは必ず受
験するように。平常点の基本となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方と説明
２．Unit 1　Travel
３．Unit 2  Dining Out
４．Unit 3  Media
５．Unit 4  Entertainment
６．Unit 5　Purchasing
７．Unit 6  Clients
８．Unit 7  Recruiting　
９．Unit 8  Personnel
10. Placement Test
11. Unit 9  Advertising　
12. Unit 10 Meetings
13. Unit 11 Finance
14. Unit 12 Offices
15.まとめ　提出物の返却



2019-SJ00009612-17インターミディエイト・イングリッシュⅡ「L(LG,LF) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　半期を通して合計48レッスンを学習しますが、授業中に学習
するべきレッスンと次の授業までに課題として学習すべきレッ
スンとに分かれていますので、混同しないように学習を進めて
ください。予定日までに課題を完了していないと、平常点から
マイナスされますので注意が必要です。また、副教材として活
用するウェブ教材は、かなり著名な教材で世界中の多くの英語
学習者から支持を得ています。担当者が作成した様々なタスク
を用いて、英語リスニング力の向上のみならず日本人英語学習
者には特に不得手な英語でのノートティキング・スキルも身に
付けてもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のグラマーの応用力を身に付ける(知識・理解)

②英語のリスニングの応用力を身に付ける(技能)

③英語のリーディングの応用力を身に付ける(技能)

④授業の内外で主体的に英語学習に取り組むことができるよう
になる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：最初の授業で配布する「学習予定レッスン一覧」上、丸
（○）の付いていないレッスンは課外学習用です。次回の授業
までに指定されたレッスンの学習を修了させて置いてくださ
い。（90分）
復習：学習中に難解と思った箇所は、ポートフォリオ収録用の
ノート（ルーズリーフ）に留め、授業や課外学習終了後に再度
チャレンジをしてください。どうしても理解できない場合に
は、ミニッツペーパーを利用して、どしどし質問をしてくださ
い。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・毎週の学習状況：35％（到達目標①②③）
・ポートフォリオ・ポイント：15％（到達目標④）
※ ポートフォリオ（portfolio）とは、教材学習中に毎回作成し
たノートならびに教材に関連して個人的に調べた文法事項や文
化事項に関する資料などを指定したクリアファイルにまとめて
整理したものを指します。
・復習テスト：50％（到達目標①②③）

このクラス定期試験期間中には試験は実施しません。よって再
試験も実施しません。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　総合英語TOEICテスト対策コース
[Authors]　
[Publisher]　成美堂
[ISBN]
[Comments]　web教材

◎－－－　参考書　－－－◎

　英語学習上利便性の高い優良サイトについては適宜紹介
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　最初の授業に出席する前に、指定された書店にて、e-
learning教材使用登録に必要な書類ならびにポートフォリ
オ用に指定されたクリアファイルを忘れずに必ず購入して
おいてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション/教材利用登録
2.グラマー訓練/リスニング用副教材
3.リーディング訓練/リスニング用副教材
4.リスニング訓練/リスニング用副教材
5.グラマー訓練/リスニング用副教材
6.リーディング訓練/リスニング用副教材
7.リスニング訓練/リスニング用副教材
8.グラマー訓練/リスニング用副教材
9.リーディング訓練/リスニング用副教材
10.プレイスメント・テスト
11.リスニング訓練/リスニング用副教材
12.グラマー訓練/リスニング用副教材
13.リーディング訓練/リスニング用副教材
14.リスニング訓練/リスニング用副教材
15.復習テスト



2019-SJ00009613-01インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

樋渡　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、ホスピタリティビジネス（旅行業やホテル、空
港での仕事）の場においてよく使われる実践的な英語の基礎を
学びます。テキストの語彙数は多くはありませんが、その分、
慣用表現や専門用語の解説を詳しく行い、みなさんが海外旅行
や留学にでたときに一人でも困らないための必要最小限の語彙
を習得する事を目指します。将来、海外に行く予定がない人で
も、日本国内で外国の方々と接する仕事をする場面も多々ある
かと思いますので、将来に備えて、場面ごとの慣用的な表現を
繰り返し練習しましょう。テキストにはオンラインでダウン
ロードできる音声ファイルがついてきますので、毎日、空いた
時間を使って繰り返し音声を聞くことでリスニング力を養いま
しょう。また、日程表の読み取り、予約表の読み方などを通じ
て読解の力も高めます。協同学習室でのグループ学習およびオ
ンライン学習で、英語の旅行サイトの読み取り方や自分で旅程
表を英語で作成する練習も行います。実践的で運用可能な基礎
英語力の増強を目指します。英語をより身近なものとして親し
み、一人一人にあった英語学習方法を考えて行きましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ホスピタリティ業界でよく使われる文章、専門用語、慣用表
現に親しむ(知識・理解)

②英語のリスニング力、読解力を向上させ、英語のリスニング
と読解ができるようになる(技能)

③将来、英語により親和性を感じ、英語とかかわりのある分野
（読書や映画、観劇、海外旅行、インバウンドビジネスへの興
味）を自分で開拓する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎日５分の音読を行ってください。（毎日５分）
予習は必ず行ってください。（30分）
復習による反副練習は語彙の増強、理解の定着にとても大切で
す。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

ボキャブラリー増強と慣用表現理解のためのワークシート（到
達目標①③）50％
授業内での最終試験（到達目標①②③）50％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English for Tourism Professionals
[Author(s)] Reiko Fujita
[Publisher] National Geographic Learning
[ISBN] 978-4-86312-356-4
[Comments] 2,400 yen plus tax

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書（電子辞書も可）を必ず持って来てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Pronunciation practice
2. Recommending a tour
3. Taking a tour booking
4. Welcoming international tourists
5. Taking an airline reservation
6. Giving flight information
7. Offering in-flight service
8. Welcoming guests
9. Explaining about Japan
10. Helping guests
11. Planning your trip
12. Accommodation booking
13. Inbound and outbound trips
14. Final exam
15. Review day



2019-SJ00009613-02インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：TOEICの受験を念頭にトレーニングを行なう。FEで
身に付けた力をさらに伸ばす。
授業の進め方：テキストに沿って進める。
学習の方法：語彙のチェックを行なって授業に臨み（小テスト
あり）、授業後には知識の定着を図ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) TOEIC LRの単語・文法・構文（中級レベル）を身につけ
る。(知識・理解)

(2) TOEIC LR に対応するリスニング力およびリーディング力
（中級レベル）を身につける。(技能)

(3) 授業内外で、与えられた課題を中心に、主体的に英語学習
に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定する語彙を頭に入れ、使いこなせるまで練習するこ
と。
復習：音源を用い、リピーティング、シャドーイング、暗唱を
行い、表現が口をついて出てくるようにすること。（予習・復
習合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
毎回の小テスト（到達目標(1)）・課題（到達目標(2)(3)）・授
業での練習（到達目標((2)(3)）（約50%）＋定期試験（到達目
標(1)(2)(3)）（約50%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]公式TOEIC Listening & Reading 問題集２
[Author(s)]Educational Testing Service
[Publisher]国際ビジネスコミュニケーション協会
[ISBN]978-4906033508
[Comments]テキスト価格：2,800円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction Test 1 Part 1
２．Test 1 Parts 1 & 5
３．Test 1 Parts 2 & 6
４．Test 1 Parts 3 & 7
５．Test 1 Parts 4 & 7
６．Test 1 Wrap-up 1
７．Test 1 Wrap-up 2
８．Mid-term Test
９．Test 2 Parts 1 & 5
10．Test 2 Parts 2 & 6
11．Test 2 Parts 3 & 7
12．Test 2 Parts 4 & 7
13．Test 2 Wrap-up 1
14．Test 2 Wrap-up 2
15．Review



2019-SJ00009613-03インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

The overall course aim is to improve the confidence and ability of
students to speak English.
Students will be able to speak simple English sentences in a natural
conversation style. They will learn about differences between English
and Japanese vocabulary, pronunciation, meaning and grammar. An
important part of this course is that students will learn how to
communicate better with people from other cultures. To do this,
students will practice various conversation skills so that they can
convey the meaning of what they want to say. In this course, students
will do a speaking presentation which will focus on giving advice how
to stop communication problems.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will understand the importance of English pronunciation,
stress of key words and intonation in sentences.    (知識・理解)

2. Students will become more aware of different types of
communication problems.  (知識・理解)

3. Students will be able to give simple advice how to prevent or solve
common types of communication problems. (技能)

4. Students will understand differences between writing and speaking
styles in English. (知識・理解)

5. Students will develop their confidence to speak in English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson,  students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
10% Translation of Japanese sentences into English conversation style
　(到達目標 4)
20% Writing homework for the speaking presentation　(到達目標2,
3, 4)
20% Picture card preparation and use for the speaking presentation　
(到達目標 2, 3)
20% Speaking presentation (到達目標 1, 5)
20% Loan words (gairaigo) vocabulary writing practice　(到達目標
2, 4)
10%  Active participation in conversation and group speaking practice.
※ There is no score for attendance.
There is no end of term examination for this course during the official
examination period. 「定期試験なし」　There will also be no
reexamination 「再試験なし」.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course
because the teacher cannot evaluate their homework, or their efforts in
class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework on time;
4. must complete one speaking presentation.

The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40 ‒ 12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. First time good and bad conversation questions.  Homework:
students must translate some Japanese sentences into an English
conversation style.
2. Study of some different types of cross-cultural communication
problems. Explanation of speaking presentation assessment.
Homework: writing about a cross-cultural communication
problem for the speaking presentation.
3. Study of advice to solve or avoid communication problems.
4. Study of some common loan words (gairaigo) used in Japanese.
English spelling, meaning and grammar of loan words.
5. Study of a cross-cultural communication problem that happened
at a barbecue.
6. Study of differences between English dictionary vocabulary and
English conversation vocabulary styles.
7. Study of differences between English translation of Japanese
sentences and English conversation styles. Students must hand in
the writing homework for the speaking presentation in this lesson.
Conversation style translation test (10%). Homework: students
must complete writing about the topics “My Holiday” and
“My Hometown” for pronunciation practice in the next lesson.
8. Speaking practice of the homework writing topics.
Pronunciation, stress of key words and intonation practice.
9. Advice for making speaking presentation picture cards.
Students will begin to draw small size pictures for their speaking
presentation. Homework: students must finish drawing all small
size pictures for their speaking presentation.
10. Checking small pictures for the speaking presentation.
Homework: students must finish drawing all large size pictures for
their speaking presentation.
11. Checking large pictures for the speaking presentation.
Homework: students must practice their speaking presentation.
The focus is pronunciation, stress of key words, intonation,
gesture and timing for showing the large pictures.
12. Speaking presentations (about half of the students at random).
13. Speaking presentations (about half of the students at random).
14. General conversation review.
15. Review of key points about culture, speaking English and
communication problems.



2019-SJ00009613-04インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

石井　征子

◎－－－　概要　－－－◎

各章ポイントとなる文法項目があり、それを含んだ200語程度
のエッセイを読解します。続いて英文法解説、文法ポイントに
関わる様々な問題をこなし、最後に英作文問題という順番で進
みます。各章末では、モデル文の表現をヒントに自己表現ライ
ティングにも挑戦します。ほぼ毎回復習テストを行い
前週の内容の定着を確認します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①テキストの英文を辞書無しで理解できる。(知識・理解)

②テキストで使われた語彙を習得する。(知識・理解)

③SVを含んだ文の形にして英文を作ることができる。(技能)

④積極的な英語学習者になるように英語学習に取り組むことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：音声を聞きながらエッセイを目で追い、内容理解に努め
る。その際、わからない単語には下線を引くなど、印をつけて
おく。次に、辞書を引きながら、自分でできる範囲では100
パーセント理解できるようにしておく。隣の文法項目の説明の
ページにも目を通しておくこと。（45分）
復習：テキストを閉じて本文の音声を聞いて、内容が頭にス
ムーズに入るまで、繰り返し聞く。次週の復習テストの準備を
する。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：15％（到達目標④）
レポート5％（到達目標③）
復習テスト20％（到達目標①②④）
中間試験20％（到達目標①②③）
定期試験40％（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing Key
[Author(s)]Yasuyuki Kitao / Anthony Allan
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740860
[Comments]2019年発行　　1800円(税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には辞書を持ってきてください。
授業中、スマホはカバンの中にしまっておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、評価基準などについての説
明
2. Unit 1:Orange Clothing 　動詞の用法
3. Unit 2:A Reasonable Dream... 文の主語
4. Unit 3:Japan's Popular Wave　時制
5. Unit 4:Color Matters　形容詞・副詞
6. Unit 5:Business, Not Bullets　名詞
7. Unit 6:Spices for Life!　冠詞・数量詞
8. Unit 7:Plastic Planet　分詞
9. Unit 8:London Coffee and Lazy Men　関係詞
10. 中間試験
11. Unit10:Disease vs. Hunger　助動詞
12. Unit11:May We Have a Catalog, Please?　仮定法
13. Unit12:Bright Little Lights　接続詞
14. Unit13:Popular but Penniless　不定詞と動名詞
15. Unit14:Taxing the Robots　受動態



2019-SJ00009613-05インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

高木　仁美

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、最近、EUを離脱することが国民投票で決
まったイギリスを題材にしたテキストを用い、英語4技能のう
ち、読解力と英作の力を伸ばすことを目標とします。テキスト
では、イギリスの文化を見るうえで欠かせないトピックを集め
てあるので、その歴史、文化、スポーツ、演劇などに関する
エッセイを通して、イギリスという国をもっとよく知る手がか
りとなるでしょう。さらにこうした文章を読み進めていきなが
ら、日本との関わり合いなどにも考えを広げていってもらいた
いと思っています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各英文を精読することで、読解力を伸ばすことができる(技能)

いろいろなトピックを通して、イギリスという国をより理解で
きsる(知識・理解)

英語へ関心が大きくなると同時に、欧米への興味も大きくな
り、積極的にそういう情報へ接するようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業予定箇所は、あらかじめ目を通し、わからない単
語、事柄をまず自分なりに調べるようにしましょう。特に英作
練習問題は事前にやってみましょう。(90分)
復習:授業でやったところは、よく見直し、不明な点がないよ
うにしておきましょう。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験70％、平常点30％で評価します。
定期試験では、授業でやった内容や練習問題の答えををきちん
と理解しているかを見ます。
平常点は、授業への取り組みや、発表内容(和訳や練習問題の
解答など)を見ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]A Glance at British Culture
[Author(s)]Y. Itaya, K. Suzuki, H. Takahashi, T.Tanji, R.
Hickling
[Publisher]Eiko-sha
[ISBN]9784870971745
[Comments]価格2000円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に入る前に出席のチェックをします。
授業には辞書を持ってくること。スマートフォンを辞書代
わりに使うことは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. General Information:授業全般に関する説明、および簡単
なquiz
2. Unit 1 The BBC
3. Unit 2 Darwin
4. Unit 3 Designers
5. Unit 4 Detectives
6. Unit 5 Fantasy
7. Unit 6 Gardens
8. Unit 7 James Bond
9. Unit 8 Monty Pyshon
10. Unit 9 Newton
11. Unit 10 Oxbridge
12. Unit 11 Punk
13. Unit 12 Sports
14. Unit 13 Teatime
15. 前期のまとめと試験について



2019-SJ00009613-06インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) R&W-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

柴田　千秋

◎－－－　概要　－－－◎

英字新聞を題材にした時事英語入門のリーディングテキストを
用います。現代の日本におけるさまざまな話題についての英文
記事を読み、内容を理解するとともに、多彩な作業を通して英
語の運用能力を高めて行きます。まず、記事を読む前に話題に
関連する重要語句や構文、英字新聞の基礎知識などを学びま
す。記事を読んだ後は要約文を完成し、内容を確認する設問に
答えていきます。各課の記事に関連する短い英文を速読するこ
とで、速読の訓練もして行きます。また、学習した課の語彙や
構文を復習する小テストを、次回の授業の最初に毎回行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を理解するために必要な語彙を増やす。(知識・理
解)

長文の読み取りに必要な文構造を把握する。(技能)

英語による要約文を完成する力をつける。(技能)

英文記事を速読する力をつける。(技能)

簡単な英文を書く力をつける。(技能)

自発的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習については、次回の課を読んで知らない単語を確認し辞書
で引いてくること。（４０分）
復習については、学習した課の重要な単語や構文を覚えて書け
るようにすること。（４０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点（授業での発表）１０％（到達目標⑥）
各課の復習小テスト２０％（到達目標①）
速読テスト１０％（到達目標④）
学期最終回前に行う復習テスト３０％（到達目標②③⑤）
定期試験３０％（到達目標②③⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Insights 2019
[Author(s)]村尾純子、深山晶子、椋平　淳、辻本智子、
Ashley Moore
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740754
[Comments]価格1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には予習して臨み、必ず辞書を持って来ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方、評価の仕方の説明 / Chapter 1: Let’s
Look at Study Abroad Statistics
2. Chapter 2: “Unmeltable” Ice Cream
3. Chapter 3: Never Stop Longing
4. Chapter 4: Therapeutic Yoga!
5. Chapter 5: Say Goodbye to Sleepless Nights
6. Chapter 6: Hot and Humid
7. Chapter 7: Power of Art Helps Catch Criminals
8. Chapter 9: War on Food Waste
9. Chapter 10: Lupin the Third Never Ages
10. Chapter 11: Bacteria Could Curb Tsunami
11. Chapter 13: A Worm Knows!
12. Chapter 15: Young Blood Sustains Old Demons
13. Chapter 18: China’s “Earthquake” of Waste
14: 復習テスト
15: まとめと解説



2019-SJ00009613-07インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) R&W-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

太田　一昭

◎－－－　概要　－－－◎

イギリスの小説家ロアルド・ダール（Roald Dahl）の自伝作品
を素材としたテキストを読みます。テキストの精読によって英
文の理解力を高めます。授業では各Unitの英文を読み、練習問
題を解いていきます。毎回、読解英文のトピックに関連した英
作文の演習を行います。授業の最後に、その日に学習した内容
について小テストを行います。その評点が「小テスト評点」と
なります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代英語の基本的な読解力を身につける。(技能)

英語特有の語法を理解し、英作文の基本を習得する。(技能)

文学的「自伝」の味読を通して、異文化理解を深める。(知
識・理解)

積極的な英語学習を通して、自律的に学習する姿勢を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

語学の授業では予習と復習が大切です。次に学ぶUnitに目を通
し、語彙を調べ、練習問題を解いてみてください（60分）。授
業後には、学習したUnitを復習する習慣をつけてください（30
分）。そうすれば確実に英語力は向上します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点、小テスト評点、定期試験評点を総合して評価します。
各評点の比重は変わることがあります。
・平常点（受講状況、積極的な学習態度）5%
・小テスト評点（14回）30%
・定期試験評点（読解力、内容理解力）　65%
・遅刻及び欠席は、1回につき1点減点します。
・3回を超える欠席は、4回目から1回につき5点減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Dahl, Dahl, Dahl!─Reading Funny Tales from Boy
[Author(s)]森永弘司編
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-681-3
[Comments]1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小テストの際に教科書を用います。教科書を忘れると小テ
ストを受験することができません。必ず教科書を持参して
ください。また辞書を持参してください。電子辞書可。携
帯電話の使用は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記のUnit 1～Unit 14を学習します。各Unitは、語彙
チェック、リーディング、内容理解確認、英作文練習問題
のセクションから構成されています。初回授業では、英語
学習法、授業の進め方、成績評価方法等について説明しま
す。説明の後、Unit 1の語彙確認とリーディングのセク
ション（1-25行）を学習します。第2回～第15回の授業で
Unit 1の残りからUnit 14を学習します。1回の授業で1つの
Unitを学習することを目標としますが、進度は学習状況に
よって変わることがあります。

01. The bicycle and the sweet-shop (I) 述語動詞と準動詞
02. The bicycle and the sweet-shop (II) 準動詞（I）動名詞
03. The bicycle and the sweet-shop (III) 準動詞（II）不定
詞
04. The Great Mouse Plot 準動詞（III）現在分詞
05. Mrs Pratchett's revenge (I) 準動詞（IV）過去分詞
06. Mrs Pratchett's revenge (II) 動詞の活用
07. Mrs Pratchett's revenge (III) 現在形と原形の識別
08. The Matron (I) 過去形と過去分詞の識別
09. The Matron (II) 5文型（I）前置詞＋名詞
10. The Matron (III) 5文型（II）2文型／3文型
11. The Headmaster 5文型（III）4文型
12. Chocolates 主節と従属節および名詞節（I）主節と従属
節
13. Corkers 主節と従属節および名詞節（II）名詞節
14. Fagging (I) 形容詞節



2019-SJ00009613-08インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) R&W-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

熊抱　ゆかり

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語の４つの基本技能（読む、書く、聞く、話す）
のうち、「読む」・「書く」の能力養成を目指す。

講義では、人気漫画SNOOPYを題材にしたテキストを使用す
る。SNOOPYの4コマ漫画には、日常生活でよく使用される表
現が沢山含まれており、コミュニケーションに役立つ表現が楽
しく無理なく学べる。中には「オチ」が我々の笑いの「ツボ」
と違っている所もあり、異文化を学ぶのにも面白い教材と言え
る。各コマ漫画の後には、コマ漫画で使用された重要表現を確
認出来る練習問題が付いているので、問題を解いていくことに
より、文法や語法の知識を身につけると共に、語彙力の強化や
英作能力の向上に繋がる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な文法を理解し、英文を読むことが出来る(知識・理解)

アメリカ文化を理解することが出来る(知識・理解)

テキストで使用した語彙や熟語を使って英作文を書くことが出
来る(技能)

今後英語コミックなどを読む意欲を持つようになる(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲の予習をしてくること。（60分）
授業で行った内容を必ず復習すること。（60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績を60点、授業態度(授業への積極的な参加20点
と発表・予習状況等20点)を40点で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SNOOPY's World of English
[Author(s)]　小中秀彦
[Publisher]　朝日出版社
[ISBN] 　　　 978-4-255-15444-2

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業には必ずテキストを持参すること。携帯電話は
必ず電源を切り使用しないこと。マナーを守って授業に臨
んで下さい。和英・英和辞書持参での参加が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit1:Did he tell you to stop winking at girls?
2.Unit2:I could have had an older　sister to look up to
3.Unit3:Why don't we just keep it our little secret?
4.Unit4:All right, gang, it's time to start our spring training!
5.Unit5:How about an hour's worth of doughnuts?
6.Unit6:I imagine the life of a surgeon can be very rewarding.
7.Unit7:I forgot her in fourteen doughnuts!
8.Unit8:If a dog has a nice bite, he just gets yelled at!
9.Unit9:She asked me to fill out an accident report!
10.Unit10:When I look back, I can see him still waving.
11.Unit11:Not used to dealing with a perfectionist, huh, ma'am?
12.Unit12:I think you'd look ridiculous wearing Mickey Mouse
shoes!
13.Unit13:They say that grandparents like to spoil their
grandchildren.
14.Unit14:It's gratifying to have a dog greet you when you get
home from school.
15.Unit15:I'm surprised that no one else has thought of doing
this.



2019-SJ00009613-09インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

浅田　雅明

◎－－－　概要　－－－◎

TOEFLの受験を念頭に実践的なトレーニングを行い、リスニン
グとリーディング、それに加えて英文法のバランスの取れた総
合的な英語力を強化します。これまでに学習した内容を復習し
ながら一歩進んだ内容に取り組み、さらなるスコアアップを目
指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができる。(技能)

英文の内容がを正確に早く理解できるよう、速読力を身につけ
る。(技能)

基本的文法事項を正しく理解できる。(知識・理解)

TOEFLで使用される語彙を理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットのWarm upを授業前に予習しておくこと。
（30分）
復習：授業後は授業中に間違った文法事項の再確認と付属の
CDでできる限り音声を聞いてください。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：授業の到達目標に記載した通り、英語を聞き取
る能力と語彙、文法の理解度、英文の内容をできるだけ早く理
解する能力を評価の基準とする。
成績評価の方法：各到達目標の達成度は、下記の方法と割合に
より評価します。
定期試験　６０％（テキストのリーディングセクションの理解
度）
リスニング試験　４０％（英語を聞き取る力）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Key Strategies for Success on the TOEIC Test 500
[Author(s)]Atsuko Nishitani
[Publisher]朝日出版
[ISBN]9784255156361
[Comments]テキスト価格1,800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初の授業から必ずテキストを持参してください

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週ListeningとReadingの各ユニットをひとつずつ進んでい
きます。この授業の最終日にはリスニング試験を実施しま
す。
1.Introduction
2.Unit L-1 人物が写っている写真
　Unit R-1 品詞
3.Unit L-2 人物が写っていない写真
  Unit R-2 動詞の形（１）
4.Unit L-3 疑問詞疑問文
　Unit R-3 動詞の形（２）
5.Unit L-4 Yes/No疑問文
　Unit R-4 前置詞／接続詞
6.Unit L-5 平叙文・意外な応答
　Unit R-5 代名詞・関係代名詞
7.Unit L-6 機能別疑問文
　Unit R-6 長文穴埋め問題
8.Unit L-7 目的・懸念・次の行動
　Unit R-7 広告・チャット
9.Unit L-8 言及・問題点・提案
　Unit R-8 E-メール・手紙
10.Unit L-9 申し出・依頼・意図
　 Unit R-9 告知・社内回覧
11.Unit L-10 録音メッセージ・アナウンス
　 Unit R-10 記事
12.Unit L-11 トーク・会議・ニュース
　 Unit R-11 ダブルパッセージ
13.Unit L-12 グラフィック問題
　 Unit R-12 トリプルパッセージ
14.Unit L-13 Review
　 Unit R-13 Review
15.LISTENING TEST



2019-SJ00009613-10インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

小野　浩司

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストを受験したことがない学生、または、受験はした
けれど点数が伸びない学生のためにTOEICテストのhow toを
知ってもらい、今以上の点数を獲得するための授業です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの概要を知り、自律的な英語学習者になるよう、
積極的に英語学習に取り組むことができる。(知識・理解)

TOEICテストの重要単語を身に着ける。(技能)

速読の力を身に着け、長文にも耐えうる英語力を養う。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎週Unit 1ずつ進むので、次回のUnitに目を通し、わか
らないところがあれば質問できるようにしておいてください。
(45分)
復習：授業中に学習した重要単語をおさらいしてください。
(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：30% (到達目標１）
定期試験：70% (到達目標2,3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[TitleTHE TOEIC TEST TRAINER TARGET 650
[Author(s)]Masahiko Yamaguchi (他3名)
[Publisher]センゲージラーニング
[ISBN]978-4-86312-274-1
[Comments]テキスト価格2,000円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書は必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方とTOEICテストの概要
2. Pre-test
3. 提案 (3̃5まで「時制・助動詞など」)
4. 確認
5. ニュース報道 1
6. ニュース報道 2(6̃10まで「代名詞・比較など])
7. 義務
8. 理由
9. 苦情
10. 交通情報
11. Yes/Noで答える質問 (11̃12まで「関係詞」など)
12. 意見
13. 意見の不一致(13̃14までか「仮定法」など)
14. 会議
15. Post-test



2019-SJ00009613-11インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

廣田　恵美

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、TOEIC受験のために必要な基礎知識と英語力
を身に着けることを目指します。授業では、リスニング・リー
ディングの問題を解きながら、その内容や文法項目などに関す
る説明を板書で行います。　１つのunitを2回の授業ペースで進
める予定ですが、受講者の学力等に応じ、適宜、学習内容を変
更する可能性があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに関する基本的な知識を知ることが出来る。(知識・
理解)

②会話でよく使われる言いまわしが理解できるようになる。
(技能)

③文法項目に関する理解が深まる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業内で学習した内容を、ノートを読み返して復習してくださ
い(６０分）。また、予習として、次回の学習予定箇所の単語
や語句を調べておくこと(３０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点(小テスト等含む）：２０％　(到達目標①）
・リスニングテスト　：３０％　(到達目標②）
・定期試験　：５０％　(到達目標②③）

なお、無届けによる遅刻や欠席が一定回数を上回る場合、単位
の取得が難しくなる可能性があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] THE TOEIC TEST TRAINER TARGET 350
[Author(s)] Masami Tanabe, Kumiko Yumoto他
[Publisher] センゲージ　ラーニング
[ISBN] 978-4-86312-257-4
[Comments] テキスト価格　￥2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業時に必ず辞書(紙または電子)を持ってくること。ス
マートフォンの辞書アプリの使用は認められません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction : 授業および成績評価等に関する説明、
    UNIT 1 オフィスで  TOEICの概略説明　
２．UNIT 1の続き　オフィス用語の基本
３．UNIT 2　買い物　買い物の言いまわし
４．UNIT 2の続き　前置詞の用法
５．UNIT 3　食事　食事に関する言いまわし
６．UNIT 3の続き　名詞と冠詞の用法
７．UNIT 4　観光　観光に関する言いまわし
８．UNIT 4の続き　進行形の用法
９．UNIT 5　宣伝・広告　宣伝・広告用語
１０．UNIT 5の続き　完了形の用法
１１．UNIT 7　日常生活　日常会話での言いまわし
１２．Unit 7の続き　不定詞と動名詞
１３．UNIT 8　エンターテインメント　娯楽の言いまわし
１４．UNIT 8の続き　関係詞の用法、リスニング試験
１５．今学期の授業総括

 



2019-SJ00009613-12インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) ESP-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

川口　千富美

◎－－－　概要　－－－◎

現在日本で実施されている各種英語資格検定試験のうち、特に
社会的ニーズが高いとされているTOEICの受験を念頭に、
TOEIC対策に特化したテキストをベースにして実践的なトレー
ニング中心の指導を行います。ただ単に受験のテクニックだけ
ではなく、トレーニング主体の授業を通してListening, Reading,
英文法のバランスの取れた総合的な英語力を養います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実践的な英語のリズムや速度に慣れ、聞き取りがスムーズに出
来るようになる。(技能)

英文の内容を正確に出来るだけ早く理解するトレーニングを積
み、速読力を身につける。(技能)

実践的な英文の内容を理解するのに必要なボキャブラリーを増
やす。(知識・理解)

自発的、及び積極的に英語学習に取り組むことが出来るように
なる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、単語の意味を調べ、練習問題の解答
を用意し、さらに授業を受けた後復習をしておくこと。
予習：次の回でするUnitのリーディングパート（単語の意味調
べを含む）、及びリスニングパートに５０分。
復習：学習したUnitのすべての復習に５０分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
　
・平常点　:　30％（学習状況、復習小テスト等）到達目標
①②④
・定期試験： 70％（英文内容の正確な把握と英文法理解）
 　　　　　　　　　到達目標①③④　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Beat Your Best Score on the TOEIC L&R Test
[Author(s)]　松岡昇 / 傍島一夫
[Publisher]　松柏社
[ISBN]　9784881987452
[Comments]　テキスト価格　￥1,900（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、授業の終わりに次回の予習範囲を言い渡すので、
必ずその範囲の予習をして授業に臨むこと。
・授業には必ず辞書を持参すること。（スマートフォンを
辞書代わりに使用することは禁止。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction : 授業の進め方、出欠評価　　　　　　　　
　　　などについての説明
2. Chapter  1 : Shopping (基本文型）
3. Chapter  2 : At a Restaurant(名詞）
4. Chapter  3 : Transportation(文構造）
5. Chapter  4 : Entertainment(動詞）
6. Chapter  5 : Accomodation(助動詞１）
7. Chapter  6 : Employment(助動詞２）
8. Chapter  7 : Communication(時制）
9. Chapter  8 : Negotiating(現在完了）
10.Chapter  9 : Presentation(前置詞）
11.Chapter 10 : Appointments(不定詞）
12.Cahpter 11 : Facilities(仮定法）
13.Chapter 14 : Environment(分詞構文)
14.Chapter 15 : Housing(関係代名詞）
15.Chapter 17 : Business(比較）/
　　　　　　　　　　授業のまとめ



2019-SJ00009613-13インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on oral communication, and on explaining
and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] World Voices 1
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-019-6
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 1. About you, introducing yourself.
Homework: textbook and vocabulary study.
3. Unit 2. Quiz 1. Your home, asking for help.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 3. Quiz 2. Your daily life, asking for
permission. Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 4. Quiz 3. Your neighborhood, offering
encouragement. Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 5. Quiz 4. Your work, making apologies.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 6. Quiz 5. Your free time, invitations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 1 to 6). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 7. Quiz 6. Food and drink, making offers.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 8. Quiz 7. Travel, getting information.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 9. Quiz 8. Education, responding
positively. Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 10. Quiz 9. Health, showing sympathy.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 11. Quiz 10. Numbers and prices, making
suggestions. Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 12. People, making offers. Homework:
study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 7 to 12).



2019-SJ00009613-14インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LE除く) C&O-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ブリルコ，アリーナ

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will develop their speaking skills. Students
will talk on a  variety of interesting topics. Students will learn to
describe events, talk about their future plans, talk about quantity and
about position and place. Students will also learn to report what
someone said. There will be homework for students to complete each
week. Homework will include vocabulary and review of lesson
content. Students will practice speaking skills in pairs and small
groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop their speaking skills. (技能)

Students will improve their grammar. (知識・理解)

Students will improve their speaking confidence.(態度・志向性)

Students will increase their vocabulary to talk about their everyday
life.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework every week. Homework will
include tasks from a Workbook. (45 min) Students should review the
content of a previous lesson.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework ‒ 40%
Speaking projects (presentations) ‒ 30%
Participation (In ‒class speaking tasks) -30%

There is no end of term exam (teiki shaken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shaken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Textbook] Keynote 2A Combo Split
[Author(s)]: David Bohlke and Eunice Yeates
[Publisher]: Cengage Learning
[ISBN]: 978-1-337-10894-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There are no points for attendance, but students will lose points if
they are absent because they’ll miss speaking or written tasks.
To pass this course, students must:
1) actively participate in class activities
2) complete homework
3) come to all (or almost all) lessons.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework and
efforts in class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course; syllabus overview
2. Unit 1. Lessons A and B. Protectors. Describing events in
the present. Homework: Workbook Lessons A and B.
3. Unit 1. Lesson E. A group decision. Homework:
Workbook Lesson E.
4. Unit 2. Lessons A and B. Family Connections. Talking
about family and future plans. Homework: Workbook Lessons A
and B.
5. Unit 2. Lesson E. Family tree. Homework: Workbook
Lesson E.
6. Unit 3. Lessons A and B. Global Stories. Adding details.
Homework: Workbook Lessons A and B.
7. Unit 3. Lesson E. A book recommendation. Homework:
Workbook Lesson E.
8. Presentation 1: Talking about an endangered species.
9. Unit 4. Lessons A and B. Music.  Talking about musical
preferences. Homework: Workbook Lessons A and B.
10. Unit 4. Lesson E. Talking about favorite songs.
Homework: Workbook Lesson E.
11. Unit 5. Lessons A and B. Good Design. Talking about
place and position. Homework: Workbook Lessons A and B.
12. Unit 5. Lesson E. Designing a new city flag. Homework:
Workbook Lesson E.
13. Unit 6. Lessons A and B. Inspiration. Getting advice.
Homework: Workbook Lessons A and B.
14. Unit 6. Lesson E. Planning a dinner party. Homework:
Workbook Lesson E.
15.  Presentation 2. Describing a favorite teacher.



2019-SJ00009613-15インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LG,LF) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能のうち、リーディングとライティングの力を養成
します。特に、興味深いトピックについて、オーラル・コミュ
ニケーションやピア・フィードバック、等のタスクを行いなが
ら、効果的なパラグラフの書き方を学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．パラグラフ・ライティングに必要な構成要素の効果的な使
い方を身に付ける。(技能)

２．日本の文化的事象を英語で表現する訓練を通して、日本の
文化に関する理解を再認識する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各Unitの最初にあるタスクを学習しておくこと。（４５
分）
復習：各Unitで学習した内容のまとめをしておくこと。（４５
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：４０％（質疑応答の回数と内容、タスクの内容）（到
達目標１，２）
課題発表：１０％（到達目標１，２）
定期試験：５０％（到達目標１）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing Facilitator
[Author(s)]Tetsuto Shizuka
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-751-3
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:授業の進め方、英語という言語の規則性の紹
介
2. Unit 1: A Paragraph as a Product
3. Unit 2: Writing a Topic Sentence
4. Unit 3: Writing Supporting Sentences
5. Unit 4: Writing a Concluding Sentence
6. Unit 5: Explaining Your Character
7. Unit 6: Describing Your Daily Life
8. Unit 7: Expressing an Opinion
9. Unit 8: Giving Advice and Instruction
10. Unit 9: Comparing and Contrasting
11. Unit 10: Explaining Japanese Culture
12. Unit 11: Describing Data Expressed in Graphs
13. Unit 12: Summarizing What You Have Read
14. Presentation (i)
15. Presentation (ii)



2019-SJ00009613-16インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LG,LF) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

正宗　聡

◎－－－　概要　－－－◎

　各種の英語資格検定のうち、社会的ニーズの高いとされてい
る TOEIC試験を扱った教材をもとに、もしこの試験を受けるこ
とがあれば、少しでも役立つようなことをお伝えする授業で
す。この授業において、リスニング力、リーディング力をト
レーニングしたいと思います。この二つの能力を支える英語の
基礎力も、みなさんの今の状態よりも向上するように、こちら
も努めます。なお、１回の授業、90分の中で、教材から発展す
るような形で、英語圏の動画による英語の聞き取り、読み取り
なども行いたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のリスニング力が現在よりも向上すること(技能)

英語のリーディング力が現在よりも向上すること（内容把握時
間のスピードアップ）(技能)

英語の基本構造に関する理解を深めること(知識・理解)

英語圏で作られた映像を鑑賞し、異文化を理解すること。(知
識・理解)

積極的に授業に参加すること（宿題、ペア練習等）(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

宿題は毎回、課しますし、その答え合わせを次の授業の初めに
行います。あいている時間をうまく活用して（お昼からの授業
だったら、昼休み早めに教室に来てやるなど）、取り組んでく
ださい。授業中、配るプリントにやるべき宿題を用意していま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記、各到達目標の達成度を評価すべく、基本的には以下の通
りです。

①授業中の作業30パーセント、②定期試験70パーセントです。

授業の進行具合によってはこの割合は多少、変更する場合もあ
ります。その際は、授業にてしっかりとお伝えします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  Power-Up Practice for the TOEIC Listening and Reading
Test
[Author] Kazumichi Enokida ほか
[Publisher]　英宝社
[ISBN] 978-4269660526

◎－－－　参考書　－－－◎

授業が始まってから、必要が生じたときには授業中に紹介
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・予習（復習）をしっかり行い、辞書を毎回、必ず持参し
てください（電子辞書でも構いません）。
・音声教材は各自、ダウンロードできる形式の教科書で
す。
・携帯、スマートフォン等、授業中は完全にオフにしてく
ださい。そして何よりも「授業に無関係の、無駄な」私語
を慎んでください。他の受講生のかたに迷惑を絶対にかけ
てはいけません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書に沿って、以下のように毎回１章のペースで進めた
いと思います。以下、教科書の毎回異なる「トピック」を
記します。

第1回　授業のイントロダクション、
就職活動
第2回　食事
第3回　会議
第4回　旅行 (1)
第5回　エンターテインメント (1)
第6回　オフィス
第7回　買い物
第8回　復習
第9回　エンターテインメント (2)
第10回　セールスとマーケティング
第11回　技術
第12回　健康
第13回　経営企画（* 教科書では15章）
第14回　旅行 (2)
第15回　総まとめ



2019-SJ00009613-17インターミディエイト・イングリッシュⅢ「L(LG,LF) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class in addition to giving short
presentations. Students will listen to TED talks in English and study
presentation skills which will be used in class. There will be
homework for students to complete each week. Homework will
include presentation preparation and vocabulary exercises. There is no
final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will increase the vocabulary necessary to better understand
global topics. (技能)

Students will learn presentation skills.(技能)

Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on vocabulary building skills. A handout of important vocabulary
items for each unit will be given to students to complete (30 minutes).
In addition, students will need to prepare for short presentations in
class (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Participation 25%
Homework 30%
Presentations 45%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]21st Century Communication
[Author(s)] Lida Baker & Laurie Blass
[Publisher]National Geographic Learning
[ISBN]9781337688598
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, paper and pen to every class. You
should check your class blog every week. The blog address will
be given at the beginning of the semester. Students should
contact the teacher by email as soon as possible if they are going
to miss class.

The teacher's office hour is on Wednesdays from 12:30 ̃ 14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1. Introduction and course outline. Homework: Unit 1
vocabulary.
Week 2. Unit 1. Homework: Unit 1 vocabulary　review.
Week 3. Unit 1 TED Talk. Homework: prepare group
presentation.
Week 4. Unit 1 and Group presentations. Homework: Unit 2
vocabulary.
Week 5. Unit 2. Homework: Review Unit 2 vocabulary.
Week 6. Unit 2 TED Talk. Homework: email poster presentation
topic and speaking homework.
Week 7. Poster presentation preparation. Homework: complete
presentation for next class.
Week 8. Poster presentations. Homework: Unit 3 vocabulary.
Week 9. Unit 3. Homework: Review Unit 3 vocabulary.
Week 10. Unit 3 TED Talk. Homework: Unit 4 vocabulary.
Week 11. Unit 4. Homework: Review Unit 4 vocabulary.
Week 12. Unit 4 TED Talk. Homework: Speaking homework.
Week 13. Presentation preparation. Homework: complete
presentation.
Week 14. Final presentations.
Week 15. Final presentations.



2019-SJ00009614-01インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

総合英語教材を用いて、英語の語彙・文法知識の増強と文章読
解力の向上を目指します。
毎回の授業では、単語テスト、文章の解説、問題演習、作文課
題を行います。
授業外課題を出題します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の文法・語彙知識を増強する(知識・理解)

英語の文章の読解力を向上させる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの既習事項の復習と単語テストの準備を行って下さ
い。（60分）
授業外課題をやってきて下さい。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

単語テスト 20%
毎回の授業の最初に、前回のレッスンに関する単語テストを行
います。それにより語彙知識を評価します。
授業外課題 20%
授業で扱わないレッスンを授業外課題としてやってもらいま
す。
定期試験 60%
授業で扱ったレッスンについて文章読解力を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The UK and the USA Compare and Contrast
[Author(s)]Terry O'brien ほか
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17642-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

無断欠席をしないようにして下さい。
毎回の授業の最初に単語テストを行いますので、遅刻しな
いようにして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の説明
Lesson 1 Terro in the City
Lesson 3 British History
Lesson 5 American History
Lesson 7 Rain in the UK
Lesson 9 Universities in the UK
Lesson 11 Baths
Lesson 13 9/11 Part 2: The Aftermath
Lesson 14 9/11 Part 2: The Aftermath
Lesson 15 Why?
Lesson 17 UK Pride
Lesson 19 Trends and Swings
Lesson 21 Animals Are Forever
Lesson 23 Youth
まとめ



2019-SJ00009614-02インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのテスト形式に倣った演習問題を解くことによって、ビ
ジネスにおける英語を用いたコミュニケーションの基礎となる
語彙・文法力を培います。また、ビジネスの現場で必要とされ
る情報収集力の育成に役立つTOEIC解法のストラテジーについ
ても学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出の語彙（=ビジネスに役立つ英単語や表現）を
覚えて身につける。(知識・理解)

②TOEICのリーディング・セクションを効率よく解答できる読
解力を身につける。(技能)

③TOEICのリスニング・セクションを効率よく解答できる聴解
力を身につける。(技能)

④TOEICの出題形式に慣れ、本番の試験にも気後れせずに受験
できる態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞（45分）
テキスト内の指定された英文について、入念に辞書を引いて内
容を把握する。

＜復習＞（60分）
この授業では、復習が特に大切です。松柏社のウェブサイトか
ら音声をダウンロードし、それを少なくとも5回は聴き直すよ
うにしてください。さらに、ポーズやアクセントのタイミング
にも注意しながら、できるだけ音声に忠実に音読練習もしてく
ださい。また、授業中に読んだ英文も時間を気にせずに一字一
句意味を確認しながら丹念に読み直して下さい。
　
授業以外でも英語に触れる機会をできるだけ多くもつように心
がけて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験　５０％（到達目標①②④）
・授業への積極的な取り組み　２０％（到達目標②③④）
・復習テスト　３０％（到達目標①）　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The TOEIC Listening and Reading Test Circuit (Updated Edition)
[Author(s)]Tomoyuki Tsuruoka and Matthew Wilson.
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-729-2
[Comments]必ず購入しておいて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・充分な予習をした上で授業に臨むようにして下さい。
・授業に参加することは当然なので、欠席や遅刻をしないこと。
・授業を欠席すると平常点の評価ができなくなるため、単位取得
が難しくなる場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回の講義につき、テキスト1章分を中心にリスニング・リーディ
ング演習及び語彙構築のトレーニングを行います。
 
第1回 ガイダンス　

第2回　Unit 1 旅行①
「観光」に関する語彙と表現を学ぶ。

第3回　Unit 2 オフィス①
ビジネス・メールでよく使われる語彙と表現を学ぶ。

第4回　Unit 3 レストラン
「料理」に関する語彙と表現を学ぶ。

第5回　Unit 4　季節・天気
「天気・天候」に関する語彙と表現を学ぶ。

第6回　Unit 5 健康
「健康・病気」に関する語彙と表現を学ぶ。

第7回　Unit 6　旅行②
海外出張の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第8回　Unit 7 休暇　
「休暇」に関する語彙と表現を学ぶ。
　
第9回　
復習テスト：これまでに身につけた語彙力を試すテスト。
+
Unit 8 オフィス②
「部署」に関する語彙と表現を学ぶ。

第10回　Unit 9 ショッピング
買い物の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第11回　Unit 10 就職活動
「就職活動」に関する語彙と表現を学ぶ。

第12回　Unit 11 娯楽
「娯楽」に関する語彙と表現を学ぶ。

第13回Unit 12 旅行③
家族旅行の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第14回Unit 13 オフィス③
交渉の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第15回Unit 14 会議
会議の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。
+
授業のまとめ



2019-SJ00009614-03インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に答
えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりません。宿
題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをしたり、会話テ
ストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(知識・理解)

日常のスピーキング(技能)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキストの
部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題と、
ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ毎週、
小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼンテーショ
ンか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授業外での準
備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数のよ
い8テスト分の合計点）　
10%    プレゼンテーション１（4週目）　
10%   会話テスト１ （8週目）　
20%    プレゼンテーション２　（11週目）
20%   会話テスト２ （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施され
ません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に答
えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠りな
どに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠りな
どに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナス
9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠りな
どに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をすること
ができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question があ
ります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、より長い
答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書くための
オンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 3A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620533
[Comments] オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してください。
しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質問をし
たりプレゼンテーションをしているときには聞きましょう。ちゃん
と参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるような学生は、減
点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてください。
遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テストを
受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テストを受け
損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大幅
に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダウ
ンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class writing.
宿題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終わ
らせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1 の練
習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わら
せ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ラン
ダム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3 Self-
Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿
題: Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を
終わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus. プ
レゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る.
宿題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わらせ
る.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わ
らせる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション2
の練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-
Study & Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 -  小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study
& Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellt4.blogspot.com)



2019-SJ00009614-04インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

谷岡　敏博

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、英語の読解力と英作力の向上を主眼とする授業
です。
読解力向上については、平易な英語のエッセイを読み、英文を
読む
スキルを身に付けることを目指します。本文の内容は、日本と
密接
な関係のあるアメリカについての理解を深めるものです。

　英作力向上については、平易な日本文の英文への転換時の
“コツ”を
身につけることを目指します。教材は教科書と副教材プリン
ト。練習
問題を通じて文字通りの訳ではなく、意味をいかに平易な英語
表現や
英文で伝えるかの英作力の習得が期待できます。
   
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　読解力向上
　・平易な英語のショートエッセイを読み、英文を読むスキル
の向上を
　　目指します。
　(技能)

２　英作力向上
　・平易な日本文の英文への転換時の“コツ”を身につけるこ
とを目指し
　　ます。
(技能)

３　読解の本文からは、日本と密接な関係のあるアメリカにつ
いての理解を
　　深めることが期待できます。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

本文の予習が望ましい(最低30分）。
各レッスンの本文の前にあるヒント(Hints for reading passage)参
照。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合で、注意
事項も含め総合評価します。

・期末の定期試験 　・・・約９０～８５％（到達目標１，２）
・授業での発表　　 ・・・約１０～１５（到達目標１，２）
・ボランティア得点 ・・・積極的に発表した場合の加算点（２
点/回）
　　　　　　　　　　　　 （到達目標２）

注意：欠席過多の場合「授業での発表」の得点から減点する場
合がある。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
　　ABCs About America

[Author(s)]
　　Jack Brajcich 他

[Publisher]
  　英宝社
[ISBN]
　　　978-4-269-66056-4
　　
[Comments]
　2018年、1900円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業で言及します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・英和辞書があると効率よく受講ができます。
・向上心、好奇心、積極性を持って授業に臨んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週の予定
１ オリエンテーション
　　 シラバス解説、簡単な英語での応答他
２ Unit 1 A Young Nation
　    Passage読解と英作練習他
３ Unit 2 The U.S. Land Expansion
   　 Passage読解と英作練習他
４ Unit 3 The White House
   　 Passage読解と英作練習他
５ Unit 4 States' Rights
   　 Passage読解と英作練習他
６ Unit 5 Harvard University
　　　 Passage読解と英作練習他
７ Unit 6 American English
   　 Passage読解と英作練習他
８ Unit 7 The Statue of Liberty
 　　 Passage読解と英作練習他
９ Unit 8 A Nation of Immigrants
 　   Passage読解と英作練習他
10 Unit 9 Undocumented Immigrants
　　  Passage読解と英作練習他
11 Unit 10 Gun Control
　　  Passage読解と英作練習他
12 Unit 11 San Francisco
     Passage読解と英作練習他
13 Unit 12 The Grammy Awards
　　　Passage読解と英作練習他
14 Unit 13 Popular Sport in America
   　 Passage読解と英作練習他
15 Unit 14 Al Capone
    　Passage読解と英作練習他
　　　 試験解説

＊一部順番の入替えカバーする場合あり。



2019-SJ00009614-05インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

木原　誠

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、毎週映画のシナリオをワンシーンごとに区切り、全
体の文脈を考慮しながら、翻訳すること、及び音楽の歌詞を二
つ取り上げて精読を試みる。また、重要な構文、慣用句を暗唱
し、この応用を英作文に活かすための訓練も行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　文脈全体の中で解釈できる能力を身につける。(知識・理解)

個々の文章と全文を理解した上で、それを暗唱し、適切に表現
する力を身につける(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスの計画（各15回）に記されているところに従い、各授
業で行なった英文（重要構文・文法、単語・熟語）の暗唱、読
解を必ず復習し、次回の授業で行う英文の読解を予習しておく
こと。 予習の目安は30分、復習30分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
評価は定期試験を原則、50点とし、発表点（各授業の復習、予
習の評価）と授業内でのテスト（一回）との総合によって評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　プリント配布
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

プリント配布。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な発表点を重視するため、授業の積極的参加に心が
けたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第一回
オリエンテーション
第二回
映画の第１シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第三回
映画の第２シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第四回
映画の第３シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第５五回
映画の第４シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第六回
映画の第5シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第七回
映画の第6シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第八回
映画の第7シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第九回
映画の第8シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十回
映画の第9シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十一回
映画の第10シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十二回
映画の第11シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十三回
映画の第12シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十四回
本授業の纏め、総括的見解。
第十五回
試験について（プレテストを実施）



2019-SJ00009614-06インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) R&W-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

吉村　治郎

◎－－－　概要　－－－◎

　易しい英語で書かれた世界のミステリーを題材にし田英語テ
キストを使用し、内容を楽しみながら、英語を読む基本を学び
ます。本文を読後は、内容に関するタスクはもちろん基本的な
文法事項についてのタスクにも取り組みます。学習内容は以下
の通り。

１．英語の速読速解能力の養成

２．基礎的英文法

３．本文の内容を踏まえた英作文

４．英米文化についての知見を広げる

なお、毎回宿題を出し担当者に次の授業で発表していただきま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．基礎的英語読解能力の養成(技能)

２．英文法に関する基礎知識の確認と新たな知見の獲得(知
識・理解)

３．英語の速読と熟読能力の伸張(技能)

４．グローバルな知識の獲得と国際性を身に着ける(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

〇予習：授業で取り上げる予定の英語本文をパラグラフ単位で
読み、文の要旨を把握する。その際、一文ずつこだわりながら
辞書を引いて読むのではなく、未知の単語があってもそのまま
読み進めることが大切。そして最後に未知の単語の意味を調べ
る。もう一つ大事な点は、英文和訳をするのではなく、英文を
前から順番に読んで理解することが大切（即読即解）。（30
分）

〇復習：授業で学習した英文をもう一度、予習の時と同じ要領
で読んでいく。次に授業で学んだ点を再点検する。またメモを
した内容をもう一度確認する。（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価

〇定期試験（語彙力、英語理解力、英語による自己表現能力、
異文化理解）80％
〇平常点（宿題提出率、授業態度、その他）20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]What Really Happened?
[Author(s)]Frank Bailey その他
[Publisher]開文社
[ISBN]978－4－87571－729－4　
[Comments]￥1,800＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．英和辞典を常時携行すること(電子辞書可）。
２．授業をよりよく理解するために必ず予習をすること。
３．出席、授業態度を重視します。
４．やむなく欠席するときは友人に伝言を依頼するか、次
の授業時に理由を説明すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

テキストの目次に従って以下の順番で学習を進める。

１．Unit 1:ナスカの地上絵(ミステリー編）
２．Unit 2：ナスカの地上絵（解決編）
３．Unit 3:ネス湖とネッシー(ミステリー編)
４．Unit 4:ネス湖とネッシー（解決編）
５．Unit 5:魔のバミューダ海域(ミステリー編）
６．Unit 6:魔のバミューダ海域（解決編）
７．Unit 7:ヒマラヤの雪男(ミステリー編）
８．Unit 8:ヒマラヤの雪男（解決編）
９．Unit 9:消えた乗組員の謎(ミステリー編）
10．Unit 10:消えた乗組員の謎（解決編）
11．Unit 11:ミイラの呪い(ミステリー編）
12．Unit 12:ミイラの呪い（解決編）
13．Unit 13:ディアトロフ峠殺人事件(ミステリー編）
14．Unit 14:ディアトロフ峠殺人事件（解決編）
15．文法解説その他



2019-SJ00009614-07インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) R&W-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

熊抱　ゆかり

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語の４つの基本技能（読む、書く、聞く、話す）
のうち、「読む」・「書く」の能力養成を目指す。

講義に使用するテキストは二部構成となっている。前半は日本
人大学生が英語学習や海外留学などに関する悩み相談をし、米
国人大学教授がそれに解答するというもので、リーディング主
体の構成になっている。テキスト後半には留学や海外旅行など
で活用出来る「英会話集」があり、口語の英語に慣れ親しむこ
とが出来き、英作能力の向上にも繋がる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英単語や熟語の語彙力が増す(知識・理解)

速読能力が向上する(技能)

文法能力が向上する(知識・理解)

英語の口語表現に慣れ親しむことが出来る(技能)

上記の口語表現を実際に使ってみようと思うようになる(態
度・志向性)

留学に関する知識が増す(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲の予習をしてくること。（60分）
授業で行った内容を必ず復習すること。（60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績を60点、授業態度(授業への積極的な参加20点
と発表・予習状況等20点)を40点で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] A Passport for Studying Abroad
[Author(s)]　小林　敏彦　他
[Publisher]　朝日出版社
[ISBN] 978-4-255-15583-8

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業には必ずテキストを持参すること。授業進度に
合わせて予習をしてくること。携帯電話は必ず電源を切り
使用しないこと。マナーを守って授業に臨んで下さい。和
英・英和辞書持参での参加が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit1: Why do we have to learn English?
2.Unit2: What goals should I set for learning English?
3.Unit3: How can I motivate myself to learn English?
4.Unit4: How can I choose a short-term English program abroad?
5.Unit5: What are the pros and cons of studying abroad?
6.Unit6: What should I do before I leave?
7.Unit7: Should I live in a dormitory?
8.Unit8: How should I decide which courses to take?
9.Unit9: How can I keep up with my classes overseas?
10.Unit10: What should I be careful of when I interact with
foreigners?
11.Unit11: How can I make friends on campus?
12.Unit12: How should I cope with homesickness?
13.Unit13: How can I make use of my experience studying
abroad?
14.Unit14: How can I keep up my English ability when I come
back?
15.Unit15: Should I go on to gradute school abroad?



2019-SJ00009614-08インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) R&W-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

高木　仁美

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、様々な分野から選んだ英字新聞の記事を読ん
でいきます。メディア英語に慣れ、情報の要点を確実に把握で
きるような読解力をつけていくことに重点を置きます。国内外
の事件や話題を知り、知識を広げるのにも有効です。速読力を
養うこともできるでしょう。また、英作練習を通して、英文の
構造がもっとわかれば、英文で書く力を向上させることも可能
になるでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文記事を読むことを通して、生きた英語を学ぶことができる
(知識・理解)

さまざまなジャンルの英文に触れることで、幅広い語彙や表現
が身につく(技能)

世界の事件に興味を持ち、積極的に情報をチェックし、考えを
表したりするようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習:授業予定箇所は、あらかじめ目を通し、わからない語句
や事柄は、まず自分でチェックするようにしましょう。練習問
題もまず自分でやってみること。(90分)
復習:授業でやったところは、必ず見直し、不明な点が残らな
いようにしましょう。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験70％、平常点30％で評価します。
定期試験では、授業でやった内容をきちんと把握しているかど
うかを見ます。平常点では、授業態度、授業への取り組み(和
訳の発表、練習問題の解答など）を見ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Meet the World English through Newspapers
[Author(s)]Y. Wakaari
[Publisher]Seibido
[ISBN]9784791971909
[Comments]価格2000円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に入る前に出席をチェックします。
授業には辞書を持ってくること。スマートフォンを辞書代
わりに使うことは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. general Information: 授業全般に関する説明、および簡単
な単語テスト
2. Unit 1: Study:Microwaveovens are cooking the environment
研究:電子レンジ、環境も熱する
3. Unit 2: Truck damages Peru's ancient Nazca Lines トラッ
ク、ペルーの古代ナスカの地上絵を破損
4. Unit 3: Firms struggle to secure IT workers 企業、IT技術者
の確保に苦闘
5. Unit 4: Global automakers to speed up electrified vehicle
rollout 世界の大手自動車メーカー、電気自動車の発売へ加
速
6. Unit 5: Pharmacists in Oita create guidebook for drinkable spa
water 大分の薬剤師、飲泉のガイドブックを作成
7. Unit 6: Space X's rocket blast off, puts sports car in space
Space Xのロケット発射、スポーツカーを宇宙に
8. Unit 7: Single-person households expected to hit 40% in 2040
単身世帯、2040年に40％に増加見通し
9. Unit 8: Govt plans to implement 'EdTech' for schools 政府、
学校へのEdTech実施を計画
10. Unit 9: Universities help run for low-income kids 大学、低
収入家庭の子供向け食堂運営を支援
11. Unit 10 Tunisian shcoolgirls rebel against uniforms　チュニ
ジアの女子学生、制服に反旗
12. Unit 11: English added to more school entrance exams 入試
に英語を加える学校が増加
13. Unit 12: International body OK's Japanese names for
undersea features 国際機関、海底地形に日本語名を認める
14. Unit 13: Language schools eyed to prep Asian workers for
Japan 語学学校、アジアの労働者を日本へ向けるねらい
15. 後期のまとめと試験について



2019-SJ00009614-09インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

迫　由紀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの形式と目的を理解し、英語のリスニング、リー
ディングに関して、限られた時間で、速読速解するための解答
力アップのストラテジーを学ぶ。また、問題を解くだけでな
く、音読やシャドウイング、ディクテーションなどのトレーニ
ングも行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの形式に慣れ、出題の意図、解法のポイントが理解でき
る。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、速読力
を身につける。(技能)

現代社会、ビジネス社会での生の英語の速度やリズムに慣れ、
聞き取ることができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるように積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回のユニットのリスニング練習、音読練習（30分）
テキストのSkillsの確認と問題演習（60分）
復習：同じミスをしないように、なぜできなかったかを理解し
ながら、再度問題を解く。（60分）
　授業はあくまで、予習で準備してきた答え合わせ、自分の問
題点、現状把握、の場である。授業だけでテスト対策などでき
ないことを理解したうえで、授業時間外の学習にしっかり時間
をかけること。
　　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

 平素の活動状況（小テスト、授業への積極的な取り組みなど）
50％
 教場試験　50％

 積極的な英語学習取り組み状況と語彙力・速読力・リスニング
力がどれだけ身についているかを成績評価の基準とします。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。
ただし、教場試験にやむを得ず欠席した学生（伝染病の罹患な
ど）に限り、代替措置として追試を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC L&R Test Pre-Intermediate
[Authers] Yumiko Mizoguchi, Machiko Yanagita
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4089-1
テキスト価格　￥2000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わり
に使用することは認めない。
・単語の意味だけでなく、語法、用例の理解が重要なので
紙媒体の辞書を推奨する。（例：コリンズコウビルド英語
辞典、ロングマン英英辞典、5万語程度収録の英和中辞
典）
・TOEICの要求するコミュニケーション能力とは、ことば
の意味だけでなく、社会人としての生活様式、ビジネスマ
ナーといったことばの意図、背景を読み取ることである。
毎回の授業では、英語の世界観をイメージできるよう、集
中して臨むこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． Introduction：TOEICについて、学習方法
Unit 1　Travel（1）Listening Sections
2． Unit 1　 Travel（２）Reading Sections
3. Unit 2 Dining Out （1）Listening Sections
4. Unit 2 Dining Out（２）Reading Sections
5.　Unit 3 Media（1）Listening Sections
6.　Unit 3 Media（２）Reading Sections
7.　Unit 4　Entertainment（1）Listening Sections
8.　Unit 4　Entertainment（２）Reading Sections
9.　Unit 5 Purchasing（1）Listening Sections
10.　Unit 5 Purchasing（２）Reading Sections
11.　Unit 6　Clients（1）Listening Sections
12.　Unit 6　Clients（２）Reading Sections
13.　Unit 7 Recruiting（1）Listening Sections
14.　Unit 7 Recruiting（２）Reading Sections
15. まとめと教場試験



2019-SJ00009614-10インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

新藤　照夫

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、各種検定の中でもとくに社会的ニーズの高い
TOEIC L&R の対策を集中的に行っていきます。実践的な
TOEICの問題を数多く解答することで、出題傾向パターン、頻
出語彙、文法項目等の特徴をより具体的に学修ながら、TOEIC
のスコアアップを目指します。また、TOEIC の学修を通じて、
国際化・グローバル化に対応できるレベルの実践的な英語表現
の習得も目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

❶教科書のVocabularyを習得し、解答に活用できる。(知識・理
解)

❷教科書の文法項目を理解し、解答に活用できる。(知識・理
解)

 自然な発話の音変化を理解し、ディクテーションできる。(技
能)

❹ペアワークや発表に積極的に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

●予習
　①次回の授業内容(Listening/Reading)の解答
　②リスニング部分（Part 4）のディクテーション
●復習
　①小テストに備えたPart 5の復習
　②Vocabularyの習得

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
①小テスト（2回）：20%（到達目標❶）　　
②定期試験：50%（到達目標❷）
③予習の取り組み状況や授業時の学修状況：30%（到達目標
❹）
※欠席・遅刻・途中退室は、積極的な学修状況とはいえないた
め、評価基準③に影響します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Beat Your Best Score on the TOEIC L&R Test
[Author(s)] 松岡昇、傍島一夫
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 9784881987452
[Comments] 1,900 円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

半期終了までのTOEICのスコア目標を各自設定の上、目標
を持って学修に取り組んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①オリエンテーション(授業の進め方・評価方法・TOEIC
の学習方法について)
② Shopping 「基本文型」 / At a Restaurant 「名詞の修飾」
③ Transportation 「文と文の接続」 / Entertainment 「知覚動
詞」と「使役動詞」
④ Accommodation 「助動詞」 / Employment 「その他の助
動詞」と「助動詞+完了形」
⑤ Communication 「時制」と「進行形」 / Negotiating 「現
在完了」
⑥ Giving a Presentation 「前置詞」 / Appointments 「不定
詞」
⑦ Review Test 1 (Unit 1～10の小テスト)
⑧ Public Facilities 「仮定法過去」 / On the Street 「仮定法
過去完了」
⑨ Vacation 「受動態」 / Environment 「動名詞」と「分詞
構文」
⑩ Housing 「関係代名詞」 / Meetings 「関係副詞」
⑪ Business Performance 「比較」 / Handling Customer
Complaints 「名詞」と「冠詞」
⑫ Advertising 「注意すべき名詞の数」と「数量形容詞」 /
At a Factory 「強調構文」と「倒置」
⑬ Listening Sectionの総復習
⑭ Reading Sectionの総復習
⑮ Review Test 2 (Unit 11～20の小テスト)および総復習



2019-SJ00009614-11インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) ESP-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

中野　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題に慣れ、英語４技能のうちリスニングと
リーディングの力を中心に養います。各ユニットのテーマにつ
いて語彙力を高め、リスニング問題の解答のコツや文法事項を
再確認しながら内容の聞き取りと理解を高めディクテーション
でリスニング力を鍛えます。リーディング問題では、頻出する
語彙と文法を再確認すると共に要点をつかみ（スキミング）、
特定の情報を探し出すこと（スキャニング）が出来る能力を身
につけるトレーニングをし、チャンキング訳の練習を行うこと
で正確に読み取れるリーディング力を高めます。また、Unit毎
にVocabulary Quizの小テストを行って学習を振り返り、確認し
ます。
８回目と15回目にListening Testを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストに即座に反応できる語彙力がつく。(知識・理解)

文法力を増強することによって英文の理解力が増す。(知識・
理解)

ディクテーション練習やペアでの暗記の練習によって一度で聞
き取れるリスニング力が高まる。(技能)

リーディングではチャンク訳練習をすることで英語の語順で正
確に理解する習慣が身につく。(技能)

ペアワークにより積極的に授業に取り組み、TOEICテストを身
近に感じることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1)小テストをするので、Vocabulary Quizの問題を解いて
スペルを覚えておくこと。Listening Sectionの音を聴いて問題を
解いておくこと。 Reading Sectionも予習することが望ましい。
復習：(１) Listening Partのディクテーションのチェックとエ
ラーの確認　（２）シャドーイング　（３）Reading Partの
CHUNK　TRANSRATION
の自分の訳のチェックと完成　（４）Part7 の音読

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の割合により総合的に評価しま
す。

毎回の授業での課題：20％　(課題、小テスト)
リスニング・テスト：20％
定期試験：60％（文法・読解力テスト）

語彙力・文法力・リスニング力・読解力がどれだけ身について
いるかを成績評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Raise Your Score 150 Plus on the TOEIC Test
[Author(s)]Noboru Matsuoka & Kazuo Sobajima
[Publisher]SHOHAKUSHA
[ISBN]978-4-88198-716-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Unit毎にVocabulary Quizの小テストを行うので、予習とし
て新出単語の意味とスペルを覚えて準備します。
８回目と15回目にリスニング・テストを行うので復習して
準備します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　Introduction：授業の進め方、出欠評価などの説明
を受け、予習・復習の仕方を理解します。2～15回はUnit
毎に小テストを受けます。
第2回 Shopping：Shopping関連英語表現「小テスト」
第3回　At a Restaurant：レストランでの英語表現　「小テ
スト」
第4回　At an Airport：フライトに関する英語表現　「小テ
スト」
第5回　Entertainment：パーティでの英語表現　「小テス
ト」
第6回　At a Hotel：ホテルでの英語表現 「小テスト」
第7回　Job Hunting：就職活動に関する英語表現　「小テ
スト」
第8回　Telephoning：電話英語表現「小テスト」「リスニ
ング・テスト」
第9回　Negotiating： 交渉に関連する英語表現「小テス
ト」
第10回 Giving a Presentation：プレゼンテーションに関連す
る英語表現「小テスト」
第11回　Appointments：アポイントのとり方に関連する英
語表現「小テスト」
第12回　At a Bank：銀行関連英語表現「小テスト」
第13回　On the Street：交通関連英語表現「小テスト」
第14回　Taking a Trip：旅行関連英語表現「小テスト」　
第15回　まとめ「リスニング・テスト」



2019-SJ00009614-12インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) ESP-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのスコアアップを目標とし、パターンや戦略を実践的に
学びます。毎授業で、Part 1 からPart 7 までの全てのパートをカ
バーし、TOEIC問題の形式に慣れてもらいます。また、本授業
では、TOEICのスコアアップを目指すだけでなく、語彙力を増
強することにも重点を置き、基礎的英語力を鍛えることを目指
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) TOEICの頻出単語、および基礎的な英文法に関する知識を
身に着ける。(知識・理解)

(2) TOEICのリスニング問題の聞き取り、およびリーディング
問題の読み取りができる。(技能)

(3) 授業内外で英語学習に取り組むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

単語テストに備える（30分）
指定された範囲を毎回必ず予習する（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

参加状況(積極的姿勢、課題提出、欠席・遅刻の減点など）:
20% ［到達目標(1), (2), (3) ］
単語テスト: 20% ［到達目標 (3) ］
中間試験: 30％ ［到達目標 (2), (3) ］
最終試験: 30% ［到達目標(1), (2) ］

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEIC® L&R Test: On Target  -Book 2- (Revised
Edition)
[Author(s)]　大賀リエ他
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 9784523178743

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が多いと授業への参加状況（積極的発表等）が評価で
きないので、単位の習得が難しくなる場合があります。授
業中の活動や予習が特に重要となりますので、それらへの
積極的な取り組みが必要です。辞書必携。携帯電話の使用
不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．オリエンテーション 　
2. Unit 1  Travel
3. Unit 2  Health
4. Unit 3  Entertainment
5. Unit 4  Going House Hunting
6. Unit 5  Ecology
7. Review Test 1 (Unites 1-5)
8. 中間試験
9. Unit 6  Careers and Employment
10. Unit 7  Advertisements and Sales Campaign
11. Unit 8  Communications
12. Unit 9  Complaints and Troubleshooting
13. Unit 10 Innovations and Technology
14. Review Test 2 (Unites 6-10)
15．最終試験
※スケジュールは変更する事があります。



2019-SJ00009614-13インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

The overall course aim is to improve the confidence and ability of
students to speak English.
Students will be able to speak simple English sentences in a natural
conversation style. They will learn about differences between English
and Japanese vocabulary, pronunciation, meaning and grammar. An
important part of this course is that students will learn how to
communicate better with people from other cultures. To do this,
students will practice various conversation skills so that they can
convey the meaning of what they want to say. In this course, students
will do a speaking presentation which will focus on giving advice how
to stop communication problems.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will understand the importance of English pronunciation,
stress of key words and intonation in sentences.    (知識・理解)

2. Students will become more aware of different types of
communication problems.  (知識・理解)

3. Students will be able to give simple advice how to prevent or solve
common types of communication problems. (技能)

4. Students will understand differences between writing and speaking
styles in English. (知識・理解)

5. Students will develop their confidence to speak in English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
10% Translation of Japanese sentences into English conversation style
　(到達目標 4)
20% Writing homework for the speaking presentation　(到達目標2,
3, 4)
20% Picture card preparation and use for the speaking presentation　
(到達目標 2, 3)
20% Speaking presentation (到達目標 1, 5)
20% Loan words (gairaigo) vocabulary writing practice　(到達目標
2, 4)
10% Active participation in conversation and group speaking practice.
※ There is no score for attendance.
There is no end of term examination for this course during the official
examination period. 「定期試験なし」　There will also be no
reexamination 「再試験なし」.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course
because the teacher cannot evaluate their homework, or their efforts in
class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework on time;
4. must complete one speaking presentation.

The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. First time good and bad conversation questions.  Homework:
students must translate some Japanese sentences into an English
conversation style.
2. Study of some different types of cross-cultural communication
problems. Explanation of speaking presentation assessment.
Homework: writing about a cross-cultural communication
problem for the speaking presentation.
3. Study of advice to solve or avoid communication problems.
4. Study of some common loan words (gairaigo) used in
Japanese. English spelling, meaning and grammar of loan words.
5. Study of a cross-cultural communication problem that
happened at a barbecue.
6. Study of differences between English dictionary vocabulary
and English conversation vocabulary styles.
7. Study of differences between English translation of Japanese
sentences and English conversation styles. Students must hand in
the writing homework for the speaking presentation in this lesson.
Conversation style translation test (10%). Homework: students
must complete writing about the topics “My Holiday” and
“My Hometown” for pronunciation practice in the next lesson.
8. Speaking practice of the homework writing topics.
Pronunciation, stress of key words and intonation practice.
9. Advice for making speaking presentation picture cards.
Students will begin to draw small size pictures for their speaking
presentation. Homework: students must finish drawing all small
size pictures for their speaking presentation.
10. Checking small pictures for the speaking presentation.
Homework: students must finish drawing all large size pictures
for their speaking presentation.
11. Checking large pictures for the speaking presentation.
Homework: students must practice their speaking presentation.
The focus is pronunciation, stress of key words, intonation,
gesture and timing for showing the large pictures.
12. Speaking presentations (about half of the students at random).
13. Speaking presentations (about half of the students at random).
14. General conversation review.
15. Review of key points about culture, speaking English and
communication problems.



2019-SJ00009614-14インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LE除く) C&O-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on oral communication, and on explaining
and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] World Voices 1
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-019-6
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 1. About you, introducing yourself.
Homework: textbook and vocabulary study.
3. Unit 2. Quiz 1. Your home, asking for help.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 3. Quiz 2. Your daily life, asking for
permission. Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 4. Quiz 3. Your neighborhood, offering
encouragement. Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 5. Quiz 4. Your work, making apologies.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 6. Quiz 5. Your free time, invitations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 1 to 6). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 7. Quiz 6. Food and drink, making offers.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 8. Quiz 7. Travel, getting information.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 9. Quiz 8. Education, responding
positively. Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 10. Quiz 9. Health, showing sympathy.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 11. Quiz 10. Numbers and prices, making
suggestions. Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 12. People, making offers. Homework:
study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 7 to 12).



2019-SJ00009614-15インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LG,LF) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

古川　武史

◎－－－　概要　－－－◎

文化と環境の関連性についての問題について書かれたテキスト
を用い、リーディング力，発信力、それに必要な語彙力の強化
を目的とし、演習形式で授業を進めていきます。したがって、
毎回の予習は必要不可欠です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読んで、内容を理解する。(技能)

伝えたいことを英語で表す。(技能)

使える語彙を増やす。(知識・理解)

英文を聞いて、内容を理解する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習: Prereading Exercisesをクイズ感覚でやり、unitで扱う
トピックのイメージを持つ。Reading Textを読む前に、
Vocabularyの問題を解き、本文を読んだ後、知らない単語等が
あれば，辞書で調べ、訳す。その後Reading Comprehensionの質
問に答え、正しく読めたかを確認する。
事後学習: 学習したChapterのReading Text,を読み直す。授業で
学習したことを確認し、小テストに備える。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、予習の有無、授業中の態
度、小テストなど授業に臨む姿勢、期末テストを総合的に評価
します。期末テスト(60%)、小テスト（20％）、授業に臨む姿
勢(20%)　
欠席が多くなると、授業の理解度が低下するばかりか、演習
（授業に臨む姿勢）や小テストでの評価がなされず、単位取得
が難しくなる場合があります。
なお、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Cultural Issues Environmental Issues
[Author(s)] Goodmacher, G.他著
[Publisher]Nan'un-Do
[ISBN]978-4-523-17815-6

◎－－－　参考書　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業には辞書を持参し、必ず予習をして臨んでく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1．はじめに　授業目標と進め方
  2．Unit 1 Connecting Culture and Environmental Issues
  3．Unit 2 Culture, Popular Pets, and Unwanted Animals
  4．Unit 3 Cultural Beliefs
  5．Unit 4 Culture and Energy Conservation
  6．Unit 5 Fashion Culture and the Environment
  7．Unit 6 Culture and Population Issues
  8．Unit 7 Consuming Cultures and the Environment
  9．Unit 8 Culture and Littering
10．Unit 9 Cultural Views of Animal Rights
11．Unit 10 Extinct Animals, Plants, and Cultures
12．Unit 11 Culture, Youth, and the Environment
13．Unit 12 Cultre, Food, and Environmental Issues
14．Unit 13 Cultre, Religions, and Environmental Issues
15．期末テスト



2019-SJ00009614-16インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LG,LF) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice TOEIC and other test taking
skills (IELTS;TOEFL).
Students will complete activities related to the 4 skills of listening, speaking,
reading and writing.
Students will complete weekly homework and study for weekly mini-tests.
A mid-term test in Week 7, and a final test in Week 15
While test taking practise will focus on listening and reading, the class will also
involve speaking and writing activities.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn to identify different types of questions and distractors in
multiple choice tests.(知識・理解)

2. Students will learn test-taking strategies to maximise scores in tests such as
TOEIC / IELTS / TOEFL. (技能)

3. Vocabulary knowledge will improve.(知識・理解)

4. Reading skills for multiple choice reading sections of tests will improve.(技
能)

5. Listening skills for multiple choice listening sections of tests will improve.
(技能)

6. Writing skills will improve, aiding reading comprehension.(技能)

7. Speaking skills will improve, aiding listening comprehension.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/
interview, journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
20% - Classwork and Activities (到達目標1,2,3,4,5,6,7)
20% - Reading, Writing and Vocabulary Homework (到達目標1,3,4,5,6)
20% - Listening and Speaking Homework (到達目標6,7)
20% - Midterm TOEIC Bridge Test (到達目標1,2,3,4,5)
20% - Final TOEIC Bridge Test (到達目標1,2,3,4,5)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class;
for checking phone during class; for not concentrating during class; for
speaking Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with
teacher’s instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will effect
your overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given
by the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Intermediate Course for the TOEIC Bridge® Test／中級
TOEIC Bridge® Test 集中コース(別冊Practice Test付き)
[Author(s)] Alex Cameron／Eric J. Miller／Jeffrey Stewart／
Simon Wilkins／大薗修一／川嶋真由美／保家信太郎／與古
光 宏
[Publisher] Shohakusha Publishing
[ISBN] 978-4-88198-692-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 - Introduction; Course information; Unit 1 Activities /
Grammar and Writing Activities
2 - Unit 2 Activities 2 / Homework 1 / Grammar and Writing
Activities
3 - Unit 3 Dining Out 1 / Homework 2 / Grammar and Writing
Activities
4 - Unit 4 Dining Out 2  / Homework 3 / Grammar and Writing
Activities
5 - Unit 5 Entertainment 1 / Homework 4 / Grammar and Writing
Activities
6 - Unit 6 Entertainment 2 / Homework 5 / Grammar and Writing
Activities
7 - Mid-Term Test
8 - Unit 7 At Home 1 +  Unit 8 At Home 2 / Homework 6 /
Grammar and Writing Activities
9 - Unit 9 At Work 1 / Homework 7 / Grammar and Writing
Activities
10 - Unit 10 At Work 2 / Homework 8 / Grammar and Writing
Activities
11 - Unit 11 At Work 3 / Homework 9 / Grammar and Writing
Activities
12 - Unit 12 Travel 1 / Homework 10 / Grammar and Writing
Activities
13 - Unit 13 Travel 2 / Homework 11 / Grammar and Writing
Activities
14 - Unit 14 College Life 1 +  Unit 15 College Life 2 /
Homework 12 / Grammar and Writing Activities
15 - Final Test / Final submission of homework portfolios



2019-SJ00009614-17インターミディエイト・イングリッシュⅣ「L(LG,LF) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on speaking in English. Students will learn new
vocabulary, watch short videos, and speak about a variety of topics.
Students will also prepare short talks based on the topics of the units
studied in class. These presentations will be given in week 3, 6, 9, 12
and 15 and will be prepared outside of class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will increase vocabulary and language patterns that will
help them talk about a variety of topics.(知識・理解)

2. Students will improve their listening skills. (技能)

3. Students will be able to ask questions about many topics.(技能)

4. Students will be able to answer questions about many topics.(技能)

5. Students will be able to give opinions about a variety of topics.(技
能)

6. Students will actively communicate with other students in the
class.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review the textbook each week to prepare for their
presentations. （120 mins）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening, reading and writing activities in
class: 50% （到達目標 1, 2, 3, 4, 5, 6）
Short presentations: 50% （到達目標 1, 2, 3, 4, 5, 6）

Students will lose participation points for being absent, sleeping or
using their cell phone.
Students will lose points for participation and presentations if they are
absent.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Inspire 2
[Author(s)]　Pamela Hartmann, Nancy Douglas & Andrew
Boon
[Publisher]　Cengage Learning
[ISBN]　978-1-133-96368-4
[Comments]　￥3,070

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Food
2.Unit 2 Festivals Homework:Prepare presentation
3.Review activities & presentations
4.Unit 3 Cities
5.Unit 4 Jobs Homework:Prepare presentation
6.Review activities & presentations
7.Unit 5 Music
8.Unit 6 Journeys Homework:Prepare presentation
9.Review activities & presentations
10.Unit 7 Family
11.Unit 8 Nature Homework:Prepare presentation
12.Review activities & presentations
13.Unit 9 Happiness
14.Unit 10 Conservation　Homework: Prepare presentation
15.Review activities & presentations
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

伊東　孝子

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能の内リーディングとリスニングの基礎的な力を養い
ます。グローバル化および情報化の時代の中におかれた私達は
それに対応できるような英語の運用能力を保持することが求め
られています。このテキストを使用して、さまざまな国の文
化、習慣、環境に関する情報を学習します。半ばで確認の小テ
ストを行ない、学習したことを確実に身に着けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

単語数２２０程度の基本的な英文読解ができる。(知識・理解)

人が普通に話す速度やリズムを聞き取る力が向上する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業中に指定された箇所を予習してくること。特に次に
当たると指名された人は必ず予習が必要です。予習時間は30～
40分位です。

復習：13回の授業中に3回程度の小テストを行ないますので、
それまでに学習した章の学習効果が確かめられます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと試験による評価
定期試験を4割、毎週の学習状況（授業参加度、予習の確認、
小テストの結果を含む）5割
授業態度（積極的な発言、お喋りをしない、居眠りをしない、
スマホを触らないなど）1割とします

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Polish Up Your English
[Author(s)]Hiroyuki Tomi
[Publisher]成美堂
[ISBN]ISBN978-4-7919-0070-1
[Comments]プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

全員に公平に当たりますので、予習が必要です。毎回英和
辞典を持参して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方と出欠評価などの説明を受け、自己学習
の方法を実践します。
２．1章：Music
３．2章：Global Warming
４．４章：Water
５．5章：Energy　　
６．７章：Ecotourism
７．８章：Smoking
８．小テスト・プリント
９．９章：Ecology
１０．10章：Discoverry
１１．１２章：Overfishing、
１２．１５章：Language
１３．１８章：Religion
１４．小テスト・プリント
１５．後期の総復習



2019-SJ00009601-18フレッシュマン・イングリッシュⅠ「J R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

太田　一昭

◎－－－　概要　－－－◎

睡眠やカフェインの効用からストレス管理まで、現代の興味深
いテーマを扱った英文を精読し、また関連の英文を素材として
リスニングのトレーニングを行い、英文読解力と聴解力の向上
をめざします。併せて、現代の諸問題についての理解を深めま
す。授業の最後に、その日に学習した内容について小テストを
行います。その評点が「小テスト評点」となります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の諸問題に関する英文読解力を身につける。(技能)

英語のリズムに慣れ、基本的な英語を聞き取ることができる。
(技能)

現代の環境・健康問題についての理解を深める。(知識・理解)

積極的な英語学習を通して、自律的に学習する姿勢を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

語学の授業では予習と復習が大切です。次に学ぶUnitに目を通
し、語彙を調べ、練習問題を解いてみてください（60分）。授
業後には、学習したUnitを復習する習慣をつけてください（30
分）。そうすれば確実に英語力は向上します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点、小テスト評点、定期試験評点を総合して評価します。
各評点の比重は変わることがあります。
・平常点（受講状況、積極的な学習態度）5%
・小テスト評点（14回）30%
・定期試験評点（読解力、内容理解力）　65%
・遅刻及び欠席は、1回につき1点減点します。
・3回を超える欠席は、4回目から1回につき5点減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Good Health, Better Life
[Author(s)] 西原俊明 / 西原真弓 / Pino Cutrone
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4078-5
[Comments]2019年1月発行、1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小テストの際に教科書を用います。教科書を忘れると小テ
ストを受験することができません。必ず教科書を持参して
ください。また辞書を持参してください。電子辞書可。携
帯電話の使用は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記のUnit1～Unit13を学習します。各Unitは、語彙学習、
会話文リスニング、リーディングのセクションから構成さ
れています。リスニング、リーディングのセクションに
は、内容把握問題が付いています。初回授業ではまず、英
語学習法、授業の進め方、成績評価方法等について説明し
ます。説明の後、Unit 1の語彙と会話文リスニングのセク
ションを学習します。第2回～第15回の授業でUnit 1の残り
からUnit 13を学習します。1回の授業で1つのUnitを学習す
ることを目標としますが、進度は学習状況によって変わる
ことがあります。

Unit 1 What Country is the Fattest in the World?
世界で肥満率が高い国
Unit 2 What Do We Know about Sleep Talking?
寝言と睡眠
Unit 3 Why Are Bug Bites Dangerous?
虫刺されに御用心
Unit 4 What Kind of Bacteria Can Be Found in the Great
Barrier Reef?
綺麗な海に潜む危険
Unit 5 How Much Caffeine Can We Take?
カフェイン依存の生活の問題
Unit 6 How Does the Love Hormone Oxytocin Work to
Improve Relationships?
オキシトシンが関わる人間関係
Review Test 1 ［Unit 1～Unit 6復習テスト］
Unit 7 What Can Happen If You’re Too Clean?
潔癖症っていいことづくめ？
Unit 8 Does Gender Affect Cancer Susceptibility?
性差と癌
Unit 9 Why Do Many of Us Develop Fear of Heights with
Age?
老化と高所恐怖症
Unit 10 What Are the Dangers of a Sweltering Summer?
夏に潜む危険
Unit 11 Which Makes a Better Athlete, Being a Night Owl
or an Early Bird?
スポーツ選手に有利なのは、朝型人間、それとも夜型人
間?
Unit 12 How Better to Release Your Stress?
ストレスコントロール
Unit 13 What Are the Differences between Real and
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黒瀬　悠佳子

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、日常的な場面を想定した会話やEメール、
英文パラグラフなどを十分に把握し、演習問題を通じて
習得した内容を繰り返し確認する。最終的には、重要表現や
必須語彙を読解・聴解両方の場面で無理なく理解し、実際に
使用できるようになることが目的である。学生生活や海外
旅行など身近な題材を中心にして展開されるテキストの
理解に基づきながら、自然な英語力の向上を図っていく。
聴解と読解をバランスよく取り入れることで、実践的な
英語運用能力を身に付けることができると考えている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの例文を正しく理解できる(知識・理解)

テキストの語彙・文法事項を身に付ける(知識・理解)

理解した語彙や文法を例題で運用できる(技能)

習得した内容を場面に応じて活用できる(技能)

知識を総合的・発展的に応用できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習：（15-20分程度）
その日の講義で出てきた新出の単語・表現を見直し、発音・
用法と合わせて暗記する。また、設問等で間違えた箇所、和訳
の
難しかった場所などあれば、講義メモを参考によく復習してお
こう。

予習：（20-30分程度）
次回の内容に目を通し、分かりにくかった箇所には印を
付して授業ではそれらの点に特に留意して学習するようにしよ
う。
学習内容を一つ一つ確実に自分のものにすることが、実力を
しっかり伸ばすための基本である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業への参加、貢献度および定期試験での結果を総合的に判断
して算出する。課題等の提出を求める場合もある。

平常点（授業参加・貢献度、ミニテストの評価、課題提出等）
40％
定期試験　（記述式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
60％

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Hospitality Communication
[Author(s)]Yasunori Nishina
[Publisher]三修社
[ISBN]9784384334777
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な授業参加が求められる。遅刻･欠席等には留意す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第 1回　Unit 1　Flight Announcement
第 2回　Unit 2　In-flight Meal
第 3回　Unit 3　Low-cost Airline
第 4回　Unit 4　Job Advertisement
第 5回　Review for Units 1-4
第 6回　Unit 5  Ticket Purchase
第 7回　Unit 6  Safety Regulations
第 8回　Unit 7　To Avoid Trouble
第 9回　Unit 8  Job Description
第10回　Review for Units 5-8
第11回　Unit 9  ADR, Occ, RevPAR
第12回　Unit10  Food and Beverages
第13回　Unit11  Handling Complaints
第14回　Unit12　Hotel Job Advertisement
第15回　Review for Units 9-12
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高瀬　和子

◎－－－　概要　－－－◎

NHK衛星放送のニュースを利用したテキスト及び視聴覚教材を使用してリスニ
ング、英文読解等をしながら、英語によるニュースを理解します。
・テキストの各Unitのタイトル下に書かれた日本語のイントロダクションを読
んで、ニュースの要点を把握します。
・Words & Phrases ：カギになる語彙や重要語句を学習します。
・Before you watch : ニュースに関する予備知識をつけたり話題を膨らませたり
する意味で、Unitごとに形式の異なる課題に取り組み、ニュースに関連する語
彙や表現等を学習し、語彙力や表現力をつけます。
・Watch the News: DVDを視聴しながら、設問に答えます。（英語による正誤
問題）
・Understand the News 1: DVDを視聴しながら、設問に答えます。（英語による
三択問題）
・News Story: CDのややゆっくりめの音声を聞いて、テキストのスクリプト の
空欄部分を書き取ります。書き取りが完成すればニュース映像の全文が目で確
認できます。
・音声を聞きながら完成したスクリプト全文を目で追って発音等の確認をしま
す。音読した後、DVDを再度視聴します。最初に聞き取れなかった英語が一つ
でも多く聞き取れるように注意して視聴します。
・スクリプトの英文を読んで、詳しく内容を理解します。この時、新出語彙や
英語表現、文法、文の構造等に注意します。
・スクリプトを再度音読します。この時、和訳から離れて、英語を読みながら
そのまま内容を理解します。
・スクリプトを見ずに、DVDを視聴して、和訳しようとせずに、英語のまま
ニュースを理解します。ニュースの内容を簡潔に日本語で伝える練習をしま
す。
・Understand the News 2:設問に答えます。
・Review the Key Expressions: 映像（スクリプト）に出てきた応用性のある表現
を使った英作文(英文整序問題）をします。（この部分は、授業の速度によっ
ては省略される場合があります。）
・各unit終了後、小テストを受けて、習得した語彙や熟語を再確認し、定着さ
せます。
・15回の講義の中で、2回リスニング・テストを受けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のニュースの映像と音声を視聴することによって内容を大体理解できる
ようになる。(技能)

②ニュースを理解するのに必要な語彙を増強する。(知識・理解)

③英文を正しく一定の速さで声に出して読むことができる。(技能)

④英語の語彙や文を正確に聞き取ることができる。(知識・理解)

⑤英語を聞いたり読んだりして、その内容を日本語で表現できる。(技能)

⑥自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・次の回のUnitの冒頭の日本文を読んで、ニュースの要点を把握する。・
Words & Phrases の語彙や重要語句、Watch the News , Understand the News の中
のわからない単語を調べる。・付録のDVDを視聴して大方の内容をつかんでみ
る。できれば設問に答えてみる。・News Story（スクリプト英文）の空欄部分
にある程度入れることができたら音読する。判らない単語があれば調べてみ
る。・単語テストに向けてUnitの復習をする。
(30～40分)
復習
・学習したUnitのスクリプトを音読した後、DVDを視聴する。英語の言葉が少
しでも多く聞き取れるように何度か視聴してみる。和訳しようとせずに自然と
内容がわかるくらいまで繰り返して視聴する。音読してある程度の速さでス
ムーズに読めるように練習する。復習テストをやり直してみる。
(20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと試験による評価
○毎回の学習状況：２０％（到達目標③④⑤⑥）
〇小テスト１５％（到達目標②）
○リスニングテスト１５％（到達目標①④）
〇定期試験　５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]NHK NEWSLINE 2
[Author(s)]Tatsuro Yamazaki / Stella M. Yamazaki　/Erika C.
Yamazaki
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN]978-4-7647-4072-3

[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回テキスト･辞書を必ず持参し、わからないときは積
極的に辞書を引いて調べる。
・各ユニットが終わったら、次の授業で小テスト（単語）
を受ける。
・リスニング、読解のスキルアップを目指して積極的に授
業に取り組む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:　テキスト紹介、授業の進め方、成績評価な
どについての説明を受ける。
（２～１５回は、下記の通りテキストに沿って学習しま
す。）
2. Unit 1：Sprouting New Sushi Ideas 大人気！ベジタブル寿
司
3. Unit 1
　　Unit 2：In the Pole Position 竿燈まつりに魅せられた留
学生
4. Unit 2
5. Unit 3：Easing Off 能率的なパン屋さん
6. Unit 3
　　Unit 5：Dating the AI Way 人口知能でお相手探し
7. Unit 5
　　リスニングテスト
8.Unit 7:Japan Adventurer Completes Grand Slam 冒険家女子
大生が偉業達成！
9.Unit 7
　Unit 8:Sorting It Out ごみゼロを目指す
10.Unit 8
11.Unit 10: Peer Group Consumption 仲間とつながれ！―グ
ループ型消費の実情
12.Unit 10
　　Unit 13: Traveling with Confidence 食物アレルギーと闘
う
13.Unit 13
14. Unit 15: Back to Basics 広がるボードゲーム　ー　世界
的クリエイターへ
15.Unit 15
   リスニングテスト
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永末　康介

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、さまざまな分野の英文記事などを通してリーディ
ングとリスニングの力を養う。リーディングの学習では、英文
記事の精読に英文多読を適宜交えて、読解力を伸ばす。リスニ
ングの学習では、事前・事後学習を含めて、実践的な聴く力を
伸ばす。
授業では、小テスト[事前に指定された英文記事の内容が中心
となる]を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①さ ま ざ ま な 分 野 の 英 文 を 通 し て 、英文を 読 む力を 伸
ばす 。(技能)

②英語のリズムなどに慣れ、英文を聴く力を伸ばす。(技能)

③自律的な学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこ
とができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業で扱う英文記事について、全体的な理解ができ
るようにしておく。必要に応じて、関連する内容についても自
主的に調べたり考えたりしておく。（60分）

事後学習：授業時に扱った英文記事について、全体的な意味を
確認しながら音読する。加えて、英語多聴活動を行う。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により評価します。
・定期試験：30%（到達目標①）
・平常点（学習状況、課題提出、小テストなど）：70%（到達
目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に無し

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業に必ず出席すること。
毎回辞書を持参すること。
授業中のマナーを守ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 好きな仕事①
3. 好きな仕事②
4. 少子高齢化①
5. 少子高齢化②
6. 英語とのつきあい方
7. 環境①
8. 環境②
9. Internet of things①
10. Internet of things②
11. オリンピック①
12. オリンピック②
13. これからの教育①
14. これからの教育②
15. まとめ
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木山　直毅

◎－－－　概要　－－－◎

論理的に物事を考え，人の意見を読み聞きし，得た情報を簡潔
に整理することは大学生活に限らず今後どのような場面におい
ても重要な作業になる。そこで本科目では比較的平易な英語で
書かれたエッセイを聞き，そこで聞き取った情報を論理的に整
理する練習をする。また重要箇所はディクテーションをするこ
とで重要な情報を取捨選択できるよう練習する。本科目は大き
く(i)英文を聞き取り本文を読むことに加え(ii)その内容をまとめ
るという2つの作業を授業中に行う演習科目であり積極的な授
業参加が強く望まれる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で使われている未知語の意味を推測できるようになる。
(技能)

聞き取った情報を論理的に整理し，内容を理解できる。(知
識・理解)

聞き取った情報を図式化できるようになる。(技能)

聞き取った情報を簡潔にまとめられるようになる。(知識・理
解)

重要な情報を取捨選択しながら聞き取れるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・「教科書の各ユニットに付属しているpre-reading tasksを行う
こと。（30分）」
・「教科書の各ユニットに付属しているpost-reading tasksを行う
こと。（30分）」
・「授業で指定される課題をグループメンバーで協力して終わ
らせること（60分）」

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内課題の取り組み　20%
・課題　30%
・定期試験　50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]: English Stream
[Author(s)] Osamu Takeuchi et al.
[Publisher] 金星堂
[Price] Y1800
[ISBN] 978-4-7647-4079-2
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻者は当日の授業直後に申告すること。それ以外での申
告は遅刻と認めない（尚，欠席扱いになったとしても受講
の権利は残る）。またインフルエンザや入院といった事情
で欠席した際は大学が定める書類を提出することによって
扱いを考慮する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Unit 1
3. Unit 2
4. Unit 4
5. Unit 5
6. Unit 6
7. Unit 7
8. Unit 8
9. Unit 9
10. Unit 10
11. Unit 11
12. Unit 12
13. Unit 14
14. Unit 15
15. ふりかえり
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安浪　誠祐

◎－－－　概要　－－－◎

英語の４技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指します。リーディングにおいては、英語の論理構造やパ
ラグラフ（段落）構成に注意しながら、簡単な英文の概要や要
点さらに書き手の意図をしっかり理解すること、ならびに早く
英文を読むいわゆる速読の技能の習得を目指します。リスニン
グにおいても同洋に、スピーチの概要や要点、さらに話し手の
意図を理解できるように、ノートの取り方（note-taking skills）
も含め基礎的な聞き取り練習をふんだんに実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙やその語の英文中での機能を理解できる。(知
識・理解)

英語圏の新聞や雑誌やニュース番組など、現代の標準的な英語
を読解・聴解できる。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができる。。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教科書を予習して授業に臨み、授業後は復習をして、学んだ
ことを定着させること。（45分）
・「音声ストリーミング配信」の音声を何度も繰り返し聞い
て、英語のリズムに慣れること。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
①評価基準　
　教科書の理解度、副教材の理解度がどの程度なのかを評価の
基準とする。
②評価方法
　・定期試験: 50％（到達目標①②）
　・小テスト: 40％（到達目標①②③）
　・平常点: 10％（到達目標③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　CNN Short News Vol. 1 CNNショートニュースで学
ぶ総合英語
[Author(s)]　安浪誠祐・Richard S. Lavin
[Publisher]  朝日出版社
[ISBN]　978-4-255-15643-9
[Comments]　テキスト価格　 1,200　

◎－－－　参考書　－－－◎

「VOA演習」は担当教員が用意するので購入の必要はな
い。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、前の週の復習小テストがあるので、必ず前回の
レッスンの復習をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回: 授業ガイダンス、VOA演習(1)
第2回: UNIT 1 "SUPER-AGED" SOCIETIES、UNIT 2
TOWARD LIVING ON THE MOON
第3回: UNIT 3 DANGEROUS PROPOSAL、VOA演習(2)
第4回: UNIT 4  AUTOMATION THREATENS JOBS、VOA
演習(3)
第5回: UNIT 5 HARVARD ACCUSED OF RACIAL BIAS、
VOA演習(4)
第6回: UNIT 6 THOUGHT-CONTROLLED ARTIFICIAL
ARMS、VOA演習(5)
第7回: UNIT 7 GUIDE TO MODERN MANNERS、VOA演習
(6)
第8回: UNIT 8 ANCIENT CAVE ART IN INDONESIA、VOA
演習(7)
第9回: UNIT 9 HEAT THREAT IN THE MIDDLE EAST、
VOA演習(8)
第10回: UNIT 10 GROWING IMPACT of PLASTIC ON
SEABIRDS、VOA演習(9)
第11回: UNIT 11 CHINA'S LIFE-SHORTENING AIR、VOA
演習(10)
第12回: UNIT 12 PROSTHETIC LIMBS FROM 3-D
PRINTERS、VOA演習(11)
第13回: UNIT 13 NZ MAKES CYBERBULLYING
ILLEGAL、VOA演習(12)
第14回: UNIT 14 MUSICAL TASTE AND PERSONALITY、
VOA演習(13)
第15回: UNIT 15 MORNING-PERSON GENES、VOA演習
(14)
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島居　佳江

◎－－－　概要　－－－◎

英語の４技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指します。リーディングにおいては、英語の論理構造やパ
ラグラフ（段落）構成に注意しながら、簡単な英文の概要や要
点、さらには書き手の意図をしっかり理解すること、ならびに
早く英文を読むいわゆる速読の技能の習得を目指しています。
リスニングにおいても同様に、スピーチの概要や要点、さらに
話し手の意図を理解できるように、基礎的な聞き取り練習をふ
んだんに実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙力を身につける(知識・理解)

基本的な文法事項を理解できる(知識・理解)

長文を読み、聞くことに慣れる(技能)

グループワークで能動的に参加する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
単語テストの準備
授業予定の章を読んでおく
復習
授業で学習したストーリーをライティング、またはスピーキン
グでアウトプットしてみる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

積極的な授業態度：30%
単語テスト：30%
定期試験：40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  Inspirational Stories from Around the World
[Author(s)]  Masayuki Aoki and Peter Williams
[Publisher]  Nan'un-do
[ISBN]  9784523178064
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中古のテキスト（他人の回答入り）の使用は認められませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction, 2週目より毎週単語テスト
2. Phone Salesman Becomes Opera Singer
3. Sportsman's Wish Comes True
4. Fashion Model & UN Special Ambassador
5. Never, Ever, Ever Give up!
6. A Man with an Iron Will
7. Mottainai, the Slogan of Ecology
8. A War Photo Changed a Vietnamese Girl's
    Future
9. Time Waits for Nobody
10. Gateway to Freedom
11. Argentina's Beloved First Lady
12. An Act of Compassion amid Devastation
13. Fighting for Women's Education
14. The Founding Father of Apple
15. A Most Respected Eye Doctor
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桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では主に以下の三つの活動に取り組みます。

(1) TED（Technology Entertainment Design）は、世界中の著名人や一
般人による講演会を開催・配信している非営利団体です。授業では
「ideas worth spreading (広める価値のあるアイデア)」の精神の下で披
露された様々なジャンルの英語によるプレゼンテーションをオンラ
インで視聴します。英語と日本語の字幕やトランスクリプトを活用
して読む活動も行い、内容の理解を深めつつ生の英語や熱く語られ
るメッセージの醍醐味を味わいます。

(2) 異なるテーマや場面に関するロールプレイ活動を英語で行いま
す。モデルダイアローグを聞き、音読し、ペアで内容を書き直し、
練習し、発表までつなげます。英語特有の発音やイントネーショ
ン、音の変化や強弱のリズム等を学び、発表に活かします。

(3) アカデミックな内容のパッセージを英語で読み、聞き、ノートを
とる学習に取り組みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のプレゼンテーション（字幕付き）を視聴し、生の英語の速度
や発音に慣れ、大意を理解するスキルの向上(技能)

英文パッセージを読み、要点や大切な情報を的確に理解できるよう
になる(技能)

英文パッセージを聞き取り、ノートをとるスキルの向上(技能)

他の学習者と協力して、英語ダイアローグを作成し、音読練習し、
発表することができる(技能)

自律的な英語学習者になるよう、自主的にオンラインを利用して英
語学習に取り組むことができる(態度・志向性)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布プリントの英文を読み、語彙のセクションに取り組む。
オンライン教材を視聴する。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。既習教
材の単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習への貢献度、授業態度、積極
な発言等）４０％
* 課題＆発表３０％
* Final Test（期末テスト）３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）によ
り、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をとります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments] 指定の教科書はありません。授業プリントを
使用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 毎回、イヤフォンかヘッドフォン（3.5㎜ステレオミニプ
ラグ）と授業プリントを入れるフォルダー（A4サイズ）、
ノート、及び辞書を持参して下さい。
* 毎回出席し、積極的に授業に参加すること。出席しても
授業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がりま
す。自発的な発言や質問、発表が大切です。
* 授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表
等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合があ
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、評価法等につ
いて、Self-introduction
2. Lecture: Orientation for College Courses, Note-taking (講
義ノートの取り方), & English pronunciation (発音)
3. TED 1 (TED: Ideas worth spreading) イントロダクショ
ン& Role play 1 (Reading)
4. TED 2 & Role play 2 (Writing)
5. TED 3 & Role play 3 (Practice)
6. Review
7. TED 4 (課題プリント) & Role play 4 (Presentation)
8. Reading 1: Sleep
9. Reading 2: Good health & Role play 1 (Reading)
10. Reading 3: Vision and attention & Role play 2 (Writing)
11. Reading 4: Studying abroad & Role play 3 (Practice)
12. Music (Reading lyrics) & Role play 4 (Practice)
13. Music (課題プリント) & Role play 5 (Presentation)
14. Review & TED 4
15. Final Test

進行状況により変更になる場合があります。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to improve their speaking,
listening and reading skills and get familiar with different countries
and different cultures.
Students will be divided into six groups. Each week, one group of
students will make a presentation related to the content of the previous
class.
Each week, before the class ends, students will also be assigned
homework for the next week.
Every  four weeks, there will also be a test based on the content of
previous classes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(技能)

2. Students will have a basic knowledge of different courties and
different cultures and gain the confidence to communicate in
English.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to become an
automous English learner.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標3)
Presentations (2 times): 25% (到達目標2, 3)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 2)
Written report: 20% (到達目標2, 3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Globe Trotters
[Author(s)] Carmella Lieske
[Publisher] Cengage learning
[ISBN]978-1-285-19750-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Each week, before the class starts, one group of students will make a representation
related to the content of the previous class.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the next
week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to the final
score.

Students must prepare for the tests carefully and attend the tests.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination period.
There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction [Unit 1 Spain]

Week 2
Unit 2 China/ Homework: prepare a presentation on the topic "China"

Week 3
Presentation/ Unit 3 Peru/ Homework: prepare a presentation on the topic "Peru"; learn
words on page 26

Week 4
Presentation/ Unit 4 Tokyo/ Homework: prepare a presentation on the topic "Manners in
Japan"; finish questions on page 31

Week 5
Test 1 (Unit 1̃4)/ Presentation/ Unit 5 New York City/ Homework: prepare a presentation
on the topic "My favorite New York thing"

Week 6
Presentation/ Unit 6 Antarctica/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Antarctica"; finish questions on page 47̃48

Week 7
Presentation/ Unit 7 India/ Homework: prepare a presentation on the topic "India"

Week 8
Presentation/ Unit 8 New Zealand /Homework: prepare a presentation on the topic "New
Zealand"

Week 9
Test 2 (Unit 5̃8)/ Presentation/ Unit 9: Africa/ Homework: prepare a presentation on the
topic "Africa"; learn words on page 68

Week 10
IELTS Reading practice

Week 11
Presentation/ Unit 10 Cambodia/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Cambodia"; finish questions on page 71

Week 12
Presentation/ Unit 11 Egypt/ Homework: prepare a presentation on the topic "Pyramids";
learn words on page 78

Week 13
Presentation/ Unit 12 Italy/ Homework: prepare a presentation on the topic "Italy"; finish
questions on page 89

Week 14
Test 3 (Unit 9̃12)/ IELTS reading practice

Week 15
Final presentation/ Written report collection
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コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、リーディングとリスニングに重点を置きながら、
英語の総合的技能を養います。リーディングでは、英語の文章
構造を把握した上で日常生活にまつわる話題から世界の様々な
科学的情報を数多く読み、文脈から大意を読みとる訓練をしま
す。リスニングにおいても文脈から相手が伝えようとしている
メッセージを予測し、大意を掴むため練習を行います。また、
英語の音の種類や日本語との音の違いを学習するとともに、
シャドウイングなどのテクニックを実践することでリスニング
力の向上に努めます。授業においては受け身ではなく、受講者
自らが発見、調査、分析し、解答を見出す姿勢が求められま
す。そのため、ペア・グループワークによる協働作業を取り入
れ、適宜、リーディングやリスニングで学習した内容を応用
し、発表等のプロジェクトを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　指定箇所 （知らない単語の推測＋辞書での確認等）
（30min)
復習　レッスン箇所（次回のIn-class English quizzesへの学習)
（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%　（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30%  （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] impact (Combo Split 1A)
[Author(s)] JoAnn Crandall & Joan Kang Shin
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 9781305874534
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ず講師のウェブサイト上で確
認の上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1: Life in the City 1-15
3: Unit 1: Life in the City 16-30
4: Unit 2: Amazing Jobs 1-15
5: Unit 2: Amazing Jobs 16-30
6: Unit 2: Express Yourself: Travel Review
7: Review 1 (Unit 1-2) + Project 1
8: Unit 3: Secrets of the Dark 1-15
9: Unit 3: Secrets of the Dark 16-30
10: Unit 4: Living Together 1-15
11: Unit 4: Living Together 16-30
12: Unit 4: Express Yourself: Graphic Story
13: Review 2 (Unit 3-4)
14: Project 2
15: Overall review of the semester & term test
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肥川　絹代

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能の内、リスニングとリーディングの力を養いま
す。ファッション業界を描いた映像をもとに、生きた英語を利
用し、リスニングのトレーニングをします。また、語彙の増強
やリスニングのコツなどを学ぶとともに、スクリプト等を読み
こなすことによって、リーディングのトレーニングを行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

取り上げられている映像の大意を聞き取ることができる。(技
能)

テキストに記載されている英文を読み解くことができる。(技
能)

重要語彙を身につける。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 予習：(1) 次の授業で学習するUnitの「Previewing」「First
viewing」を解く、(2) テキスト内容の音源を利用し、リスニン
グ（45分）
復習：(1) 学習したUnitの復習、(2) 学習したUnitのリスニング
パートをシャドーイング(45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・毎週の学習状況（授業への積極的な参加、ディクテーション
等）： 20%（到達目標④）
・リスニング試験: 30%（到達目標①③）
・定期試験: 50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author]Aline Brosh McKenna
[Publisher]松柏社
[ISBN]9784881987124
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・予習・復習を丁寧にする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第 1回：Orientation
        Unit 1     Job Interview
第 2回：Units 1&2
            Job Interview & First Day on the job
第 3回：Unit 2     First Day on the job
第 4回：Unit 3     Hurricane on the Weekend
第 5回：Unit 4     Andy's Makeover
第 6回：Unit 5     Andy Meets Christian
第 7回：Unit 6     Miranda's Request
第 8回：Units 3-6  Review
第 9回：Unit 7     Nate's Birthday
第10回：Unit 8     Andy's Decision
第11回：Unit 9     Breakup with Nate
第12回：Unit 10    The Dream Job
第13回：Unit 11    Announcement at the Party
第14回：リスニングテスト
第15回：Review

◎－－－　URL　－－－◎

Tips for learning English
(http://www.ric.hi-ho.ne.jp/kiny-room/)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

永松　美保

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、リーディング、リスニング、及び、英文法に焦
点を置いた教材を用いて、学生の皆さんの特に読解力、聴解力
の向上を目指そうと思っています。教材は、TOEIC 関係のもの
を選んでいますが、単にTOEICの練習問題にはなっておらず、
内容は文法、語彙説明などもありバラエティーに富んでいま
す。学生の皆さんは高校時代にはTOEIC にはあまり馴染みがな
かったのではないかと思いますが、将来を考えて、TOEIC の出
題形式も少し知って欲しいと思って、今年度はTOEIC 関係の教
材を選んでいます。最初は、英語の音声のみを聞いて、ディク
テーションや内容理解をすることは難しいかもしれませんの
で、何度か音声を聞かせようと思っています。学生さんが慣れ
て来ると、音声を聞く回数は減らして行く予定です。また、テ
キストには若干の文法事項が記載されているので、適宜、文法
事項の説明を行っていくつもりです。リーディングに関して
は、TOEIC関係のテキストなので、ビジネスに関連したテーマ
のものが多いですが、必ず予習をして講義に臨んで下さい。ま
た、時間的余裕があれば、別のテーマの読み物も扱いたいと
思っています。
　15回目はリスニング・文法に関しての試験を行う予定です。
講義に際して、英和辞典は必ず持って来て下さい。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的読解力、聴解力を身につけることができる。
(技能)

学習した語彙・文法事項を使用した練習問題に対しておおよそ
70％の正答率でもって解答できるようになる。　(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　語彙、文法、リーディングのパーツに関しては、毎回、60分
ほどかけて必ず予習をして講義に臨んで下さい。講義の終わり
に次回の予習箇所、及び、学習箇所を連絡します。

　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。試験（定期試験約50％、授業内試験約50%）(80%)、授業
への参加度、授業での発表、及び、積極的姿勢(20%)を目安と
して総合的に評価します。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Master Drills for the TOEIC  L&R Test
[Author(s)]早川　幸治
[Publisher]桐原書店
[ISBN]978-4-342-55015-7
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

ジーニアス英和辞典　ISBN 978-4-469-04170-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　学習活動参加状況の評価ができないので、欠席が多いと
単位取得が難しくなる場合がありますので、出席には留意
して下さい。15回分の講義内容を記載していますが、講義
は学生さんの反応に応じて進めて行きますので、授業計画
通りに進まないことがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．Introduction：授業の進め方、出席、評価、TOEIC試験
の説明等。
2.　Unit 01 人物の動作と状態/表・用紙
3.　Unit 02 疑問詞を使った疑問文/広告
4.　Unit 03 日常場面での会話/品詞
5.　Unit 04 アナウンス・ツアー/動詞
6.　Unit 05 物の状態と位置/チャット
7． Unit 06 基本構文と応答の決まり文句/手　　　　　　
　　紙・Eメール
8． Unit 07 電話での会話/代名詞・関係代名詞
9． Unit 08 ラジオ放送・宣伝/接続詞・前置詞
10．Unit 09 Yes/No 疑問文/ダブルパッセージ
11．Unit 10 オフィスでの会話①/Part 5の復習
12．Unit 11 留守番電話/トリプルパッセージ
13．Unit 12 オフィスでの会話②/Part 7の復習
14．Unit 13 Part 1とPart 2の復習/時制・代名詞・問いの問
題
15．授業総括（リスニング・文法試験含む）
 

 
　



2019-SJ00009601-30フレッシュマン・イングリッシュⅠ「J R&L-14」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

藤原　まみ

◎－－－　概要　－－－◎

映画『Shane』を素材に、基礎的な「読む」能力と聴く能力の
養成と伸長を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画を通して英語圏の文化に対して興味を持ち理解するよう努
力できる(知識・理解)

語彙力を高めるよう努力できる(態度・志向性)

句表現(Phrasal Verb)を聴き取り、理解できる(技能)

標準的な英文を読解できる(技能)

自然な英語を聴き取り、内容を捉えるように努力できる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の指定したところを事前に読んでおくこと（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への積極的な参加　３０％
（学習状況、課題への取り組みなど。ただ、教室に座っている
だけ、は評価の対象になりません。）
小テストなど　　　　　２０％
定期試験　　　　　　　５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画シナリオ『シェーン』
[Author(s)]Yoshitaka Aoyama
[Publisher]Eihosha
[ISBN]978-4-269-44006-7
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：オリエンテーション& Unit 1 touchy
２：Unit 2 get around
３：Unit 3 pick up
４：Unit 4 get +p.p.
５：Unit 5 worth...
６：Unit 6 no matter
７：Unit 7 wrap up
８：小テスト
９： Unit 8 something...
１０：Unit 9 pay...
１１：Unit 10 anything...
１２：Unit 11 across...
１３：Unit 12 skip...
１４：Unit 13  against
１５：Unit 14 with...
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

古川　武史

◎－－－　概要　－－－◎

スポーツの背景にある文化や歴史を紹介したリーディングとそ
れに関連した会話が教材となったテキストを用い、語彙力の増
強、文法事項の復習および発展、リーディング力，リスニング
力の強化を目的とし、演習形式で授業を進めていきます。した
がって、毎回の予習は必要不可欠です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読んで、内容を理解する。(技能)

英文を聞いて、内容を理解する。(技能)

伝えたいことを英語で表す。(技能)

使える語彙を増やす。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習: Vocabulary Quizをやっておく。Readingを読み、知ら
ない単語等があれば，辞書で調べ、訳しておく。Reading
Comprehension,Listen to the Dialogue, Write and Speakなどの問題
も解いておく。
事後学習: 学習したUnitのReadingを読み直し、Listen to the
Dialogueを再度聞く。授業で学習したことを確認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、予習の有無、授業中の態
度、小テストなど授業に臨む姿勢、期末テストを総合的に評価
します。期末テスト(60%)、小テスト（20％）、授業に臨む姿
勢(20%)　
欠席が多くなると、授業の理解度が低下するばかりか、演習
（授業に臨む姿勢）や小テストでの評価がなされず、単位取得
が難しくなる場合があります。
なお、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Spotlight on Sports
[Author(s)] Allan, A.他著
[Publisher]Kinseido
[ISBN]978-4-7647-4026-6

◎－－－　参考書　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業には辞書を持参し、必ず予習をして臨んでく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1．はじめに　授業目標と進め方
  2．辞書の使い方
  3．Unit 1 The Long Wait
  4．Unit 2 Olympic Volunteers
  5．Unit 3 Male Sports? Female Sports?
  6．Unit 4 Competition
  7．Unit 5 A Glamorous Life?
  8．Unit 6 Energy Drinks
  9．Unit 7 Helping Your Opponent
10．Unit 8 Ghost Goals
11．Unit 9 Ritual and Superstitions
12．Unit 10 The Cutting the Edge
13．Unit 11 Match-Fixing
14．Unit 12 Heroes Inspires Heros
15．期末テスト



2019-SJ00009601-32フレッシュマン・イングリッシュⅠ「J R&L-16」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

岩本　弓子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の4技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指す。学生向けに放送される実際の英語ニュースを視聴し
ながら、リーディングに関しては、英語の論理構造、パラグラ
フの構成に注意し、平易な英語ニュースの概要、要点を素早く
かつ正確に読み取れる技術の習得を目指す。また時事的な内容
に少しでも多く触れて、現在どのようなことが英語圏で話題と
なっているかという、知識そのものを増やしていく。リスニン
グでは、基礎的な聞き取りを多く取り入れつつ、生の英語に少
しでも慣れるような練習を実施する。リスニング、リーディン
グともにニュースで使用される語彙の学習を通して実際の場面
で使用される頻度が高い語彙を学び語彙力の向上を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語ニュースの語彙、英語表現を覚え理解できるようにな
る。。(知識・理解)

アメリカの若い世代向けのニュースを通して実際アメリカで話
題となっている問題を知り、自分の経験や日本の事と比較し
て、自分の意見が持てるようになる。(知識・理解)

生の英語ニュースの英語を少しでも多く聞き取れるようにな
る。(技能)

ニュースの内容ができるだけ正確に読み取れるようになる。
(技能)

学習したニュースだけではなく自分自身で興味のある英語
ニュースを探して視聴してみる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

あらかじめ付属のCDを聞き本文に一通り目を通し、わからな
い単語を調べておくこと。（30分）
和訳部分を自分の言葉で訳してみる。（30分）
単語の練習問題をやっておく。（30分）
終了した単元のニュースのCDを繰り返し視聴すること。（30
分）
終了した各単元ごとに学習した単語の復習をし、和訳部分が正
確にできるようにする。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点25％（授業中の態度、自主的な発表をポイント制で点数
化する。リスニングがどれだけできるか、和訳部分が自分の力
でとれだけできるかを評価する。））
語彙小テスト10％（単語の理解と記憶がきちんとできているか
を評価する。）
定期試験65％（単語の理解度、英文を正確に和訳できるかを評
価する。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CNN 10 ― Student News ―Vol.2
[Author(s)]F.Sekido, M.Kogure, J.Arnold, K.Ikeda & K.Cho
[Publisher]ASAHI PRESS
[ISBN]9784255156330
[Comments]定価1800円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。スマートフォンの辞書
の使用は教室内では不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．Introduction: 授業の進め方、評価方法の説明
ニュース英語の特徴。Unit 1 A Look at Gold
2. Unit 1 & Unit 2 Daylight Savings
3. Unit 2 & Unit 3 Making Libraries
4. Unit 3 & Vocabulary/Idioms in the News No1
5. Unit 4 Pyramid Tech
6. Unit 4 & Unit 5 Pigments
7. Unit 5 & Unit 6 Shopping Tech
8. Unit 6 & Vocabulary/Idioms in the News No.2
9. Unit 7 Origami
10.Unit 7 & Unit 8 Ice Cream
11.Unit 8 & Unit 9 Nigerian Women's Bobsled Team
12.Unit 9 & Vocabulary/Idioms in the News No3
13.Unit 10 Zoo Dog
14.Unit 10 & Unit 11 Google Before Google
15.Unit 11  まとめ、定期試験に関する説明

◎－－－　URL　－－－◎

http://edition.cnn.com
(cnn10/)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

吉村　治郎

◎－－－　概要　－－－◎

　易しい英語で書かれた世界のミステリーを題材にした英語テ
キストを使用し、内容を楽しみながら、英語を読む基本を学
び、以下の学習をします。

１．本文の読解を通して読む力と英語に関する知識を学ぶ。
２．リスニング能力の養成
３．基礎的英文法
４．異文化理解

なお毎回宿題を出し担当者に次の授業で発表していただきま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．基本的英語読解能力の養成(技能)

２．英文法に関する基礎知識の確認と新たな知見の獲得(知
識・理解)

３．英語の速読即解能力の養成(技能)

４．グローバルな知識の獲得と国際性を身に着ける(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

〇予習：授業で取り上げる予定の英語本文をパラグラフ単位で
読み、文の要旨を把握する。その際、一文ずつこだわりながら
辞書を引いて読むのではなく、未知の単語があってもそのまま
読み進めることが大切。そして最後に未知の単語の意味を調べ
る。もう一つ大事な点は、英文和訳をするのではなく、英文を
前から順番に読んで理解することが大切（即読即解）。（30
分）

〇復習：授業で学習した英文をもう一度、予習の時と同じ要領
で読んでいく。次に授業で学んだ点を再点検する。またメモを
した内容をもう一度確認する。（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価

〇定期試験（語彙力、英語理解力、英語による自己表現能力、
異文化理解）80％
〇平常点（宿題提出率、授業態度、その他）20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]What Really Happened?
[Author(s)]Frank Bailey その他
[Publisher]開文社
[ISBN]978－4－87571－729－4　
[Comments]￥1,800＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．授業に熱心に取り組むためには予習が大切です。予習
を通して自分なりの問題意識をもって授業に臨んでくださ
い。
２．出席、授業態度を重視します。欠席の場合は友人を通
して事前に伝言を依頼するか、次の授業で休んだ理由を知
らせてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

テキストの目次に従って以下の順番で学習を進める。
１．授業の進め方及び注意事項説明その他
２．Unit 1:ナスカの地上絵(ミステリー編）
３．Unit 2：ナスカの地上絵（解決編）
４．Unit 3:ネス湖とネッシー(ミステリー編)
５．Unit 4:ネス湖とネッシー（解決編）
６．Unit 5:魔のバミューダ海域(ミステリー編）
７．Unit 6:魔のバミューダ海域（解決編）
８．Unit 7:ヒマラヤの雪男(ミステリー編）
９．Unit 8:ヒマラヤの雪男（解決編）
10．Unit 9:消えた乗組員の謎(ミステリー編）
11．Unit 10:消えた乗組員の謎（解決編
12．Unit 10:ミイラの呪い(ミステリー編）
13．Unit 11:ミイラの呪い（解決編）
14．Unit 12:ディアトロフ峠殺人事件(ミステリー編）
15．Unit 13:15．Unit 14:ディアトロフ峠殺人事件（解決
編）
　　　期末試験範囲の発表
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高瀬　和子

◎－－－　概要　－－－◎

NHK衛星放送のニュースを利用したテキスト及び視聴覚教材を使用してリスニ
ング、英文読解等をしながら、英語によるニュースを理解します。
・テキストの各Unitのタイトル下に書かれた日本語のイントロダクションを読
んで、ニュースの要点を把握します。
・Words & Phrases ：カギになる語彙や重要語句を学習します。
・Before you watch : ニュースに関する予備知識をつけたり話題を膨らませたり
する意味で、Unitごとに形式の異なる課題に取り組み、ニュースに関連する語
彙や表現等を学習し、語彙力や表現力をつけます。
・Watch the News: DVDを視聴しながら、設問に答えます。（英語による正誤
問題）
・Understand the News 1: DVDを視聴しながら、設問に答えます。（英語による
三択問題）
・News Story: CDのややゆっくりめの音声を聞いて、テキストのスクリプト の
空欄部分を書き取ります。書き取りが完成すればニュース映像の全文が目で確
認できます。
・音声を聞きながら完成したスクリプト全文を目で追って発音等の確認をしま
す。音読した後、DVDを再度視聴します。最初に聞き取れなかった英語が一つ
でも多く聞き取れるように注意して視聴します。
・スクリプトの英文を読んで、詳しく内容を理解します。この時、新出語彙や
英語表現、文法、文の構造等に注意します。
・スクリプトを再度音読します。この時、和訳から離れて、英語を読みながら
そのまま内容を理解します。
・スクリプトを見ずに、DVDを視聴して、和訳しようとせずに、英語のまま
ニュースを理解します。ニュースの内容を簡潔に日本語で伝える練習をしま
す。
・Understand the News 2:設問に答えます。
・Review the Key Expressions: 映像（スクリプト）に出てきた応用性のある表現
を使った英作文(英文整序問題）をします。（この部分は、授業の速度によっ
ては省略される場合があります。）
・各unit終了後、小テストを受けて、習得した語彙や熟語を再確認し、定着さ
せます。
・15回の講義の中で、2回リスニング・テストを受けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のニュースの映像と音声を視聴することによって内容を大体理解できる
ようになる。(技能)

②ニュースを理解するのに必要な語彙を増強する。(知識・理解)

③英文を正しく一定の速さで声に出して読むことができる。(技能)

④英語の語彙や文を正確に聞き取ることができる。(知識・理解)

⑤英語を聞いたり読んだりして、その内容を日本語で表現できる。(技能)

⑥自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・次の回のUnitの冒頭の日本文を読んで、ニュースの要点を把握する。・
Words & Phrases の語彙や重要語句、Watch the News , Understand the News の中
のわからない単語を調べる。・付録のDVDを視聴して大方の内容をつかんでみ
る。できれば設問に答えてみる。・News Story（スクリプト英文）の空欄部分
にある程度入れることができたら音読する。判らない単語があれば調べてみ
る。・単語テストに向けてUnitの復習をする。
 (30～40分)
復習
・学習したUnitのスクリプトを音読した後、DVDを視聴する。英語の言葉が少
しでも多く聞き取れるように何度か視聴してみる。和訳しようとせずに自然と
内容がわかるくらいまで繰り返して視聴する。音読してある程度の速さでス
ムーズに読めるように練習する。復習テストをやり直してみる。
 (20分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと試験による評価
○毎回の学習状況：２０％（到達目標③④⑤⑥）
〇小テスト１５％（到達目標②）
○リスニングテスト１５％（到達目標①④）
〇定期試験　５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]NHK NEWSLINE 2
[Author(s)]Tatsuro Yamazaki / Stella M. Yamazaki　/Erika C.
Yamazaki
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN]978-4-7647-4072-3

[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回テキスト･辞書を必ず持参し、わからないときは積
極的に辞書を引いて調べる。
・各ユニットが終わったら、次の授業で小テスト（単語）
を受ける。
・リスニング、読解のスキルアップを目指して積極的に授
業に取り組む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:　テキスト紹介、授業の進め方、成績評価な
どについての説明を受ける。
（２～１５回は、下記の通りテキストに沿って学習しま
す。）
2. Unit 1：Sprouting New Sushi Ideas 大人気！ベジタブル寿
司
3. Unit 1
　　Unit 2：In the Pole Position 竿燈まつりに魅せられた留
学生
4. Unit 2
5. Unit 3：Easing Off 能率的なパン屋さん
6. Unit 3
　　Unit 5：Dating the AI Way 人口知能でお相手探し
7. Unit 5
　　リスニングテスト
8.Unit 7:Japan Adventurer Completes Grand Slam 冒険家女子
大生が偉業達成！
9.Unit 7
　Unit 8:Sorting It Out ごみゼロを目指す
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 8
12. Unit 10: Peer Group Consumption 仲間とつながれ！―グ
ループ型消費の実情
13. Unit 10
　　Unit 13: Traveling with Confidence 食物アレルギーと闘
う
14. Unit 13
    Unit 15: Back to Basics 広がるボードゲーム　ー　世界的
クリエイターへ
15. Unit 15
   リスニングテスト
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永末　康介

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、さまざまな分野の英文記事などを通してリーディ
ングとリスニングの力を養う。リーディングの学習では、英文
記事の精読に英文多読を適宜交えて、読解力を伸ばす。リスニ
ングの学習では、事前・事後学習を含めて、実践的な聴く力を
伸ばす。
授業では、小テスト[事前に指定された英文記事の内容が中心
となる]を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①さ ま ざ ま な 分 野 の 英 文 を 通 し て 、英文を 読 む 力  を
伸ばす 。(技能)

②英語のリズムなどに慣れ、英文を聴く力を伸ばす(技能)

③自律的な学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこ
とができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業で扱う英文記事について、全体的な理解ができ
るようにしておく。必要に応じて、関連する内容についても自
主的に調べたり考えたりしておく。（60分）

事後学習：授業時に扱った英文記事について、全体的な意味を
確認しながら音読する。加えて、英語多聴活動を行う。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により評価します。
・定期試験：30%（到達目標①）
・平常点（学習状況、課題提出、小テストなど）：70%（到達
目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に無し

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業に必ず出席すること。
毎回辞書を持参すること。
授業中のマナーを守ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 好きな仕事①
3. 好きな仕事②
4. 少子高齢化①
5. 少子高齢化②
6. 英語とのつきあい方
7. 環境①
8. 環境②
9. Internet of things
10. プレイスメント・テスト
11. オリンピック①
12. オリンピック②
13. これからの教育①
14. これからの教育②
15. まとめ
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ハウ，スティーブン　マーク

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, the reading part will focus on helping you understand
and get information from a text. In the listening part, you will learn
how to listen for the important points and overall meaning. You will
also increase your vocabulary and learn about English-speaking
cultures. As well as your textbook, you should also increase your
exposure to English outside the classroom by reading, watching
English-language TV and cinema, listening to English-language radio,
and reading English-language newspapers or websites.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) You will develop your reading and listening skills in English(技
能)

(2) You will increase your knowledge and understanding of English
language and culture(知識・理解)

(3) You will read and understand spoken and written English with
greater confidence(技能)

(4) You will have a positive attitude and strong motivation to continue
learning(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You will sometimes be given assignments for class and homework.
This will take you about 1.5 hours each week. You should read
through the next unit before each class. This will take you about 30
minutes each week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

In-class tests 30% (10 times per semester, 10 x 3%) Goals (1 技能), (2
知識・理解)
Homework exercises 30% (5 times per semester, 5 x 6%) Goals (2 知
識・理解), (3 技能)
Final exam in class 40% Goals (2 知識・理解), (4 態度・志向性)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Notting Hill
[Author(s)] CURTIS, Richard; KANEL, Kim R.
[Publisher] Shohakusha
[ISBN] 978-4-88198-590-8
[Comments] ¥2268

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Unit 1, reading and listening practice, test (3%)
3. Unit 2, reading and listening practice, test (3%), homework
(6%)
4. Unit 3, reading and listening practice, test (3%)
5. Review, reading and listening practice, homework (6%)
6. Unit 4, reading and listening practice, test (3%)
7. Unit 5, reading and listening practice, test (3%)
8. Unit 6, reading and listening practice, test (3%), homework
(6%)
9. Unit 7, reading and listening practice, test (3%)
10. Placement test
11. Unit 8, reading and listening practice, test (3%), homework
(6%)
12. Unit 9, reading and listening practice, test (3%)
13. Unit 10, reading and listening practice, test (3%)
14. Review, reading and listening practice, homework (6%)
15. Final exam in class (40%)
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ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

リーディングとリスニングに焦点を当てたコースです。毎週質問をし
たり、質問に答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなけれ
ばなりません。テキストは使用しません。その代わりに、リーディン
グ課題を与えます。それを範囲とする小テスト、レポート、中間試
験、期末試験があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語を理解し楽しむためのリスニングスキル(技能)

英語を理解し楽しむためのリーディングスキル(技能)

リーディングやリスニングについて議論するための会話スキル(態度・
志向性)

語彙力と流暢さ(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、オンラインテキストの
次回取り組む部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラ
インの宿題に取り組まなければなりません。ほぼ毎週、小テストを
し、学習できているかどうか確認します。レポートのための宿題が、
たいてい出されます。授業外での準備として、週に２時間ほど費やす
ことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
20%    レポート（5点×4回）　
10%   中間テスト （8週目）　
30%    授業内実施の学期試験　（15週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question が
あります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、より長
い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書くた
めのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments] テキストは使用しません。その代わり、オンライン
で読み物や宿題課題が与えられます。学生は、サイトを訪れ、
課題シートをプリントアウトしなくてはいけません。課題に
よっては、オンラインでできるものもあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してくださ
い。しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が
質問をしたりプレゼンテーションをしているときには聞きま
しょう。ちゃんと参加しない学生や、他学生の学習の妨げにな
るような学生は、減点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてくださ
い。遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小
テストを受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小
テストを受け損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、
大幅に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバス＆オンラインテキストの使い方. ノートのと
り方. 小テスト1. 宿題: Reading 1を読みノートをとる
・2週目 - 小テスト2. Reading 1ディスカッション＆リスニング.
宿題: Reading 1 をもう一度読み、ノートをとる
・3週目 - 小テスト3. Reading 1 のディスカッション 2回目. 宿題:
Reading 2 を読みノートをとる
・4週目 - 小テスト4. レポート 1 しめきり. Reading 2 ディスカッ
ション＆リスニング. 宿題: Reading 2 をもう一度読み、ノートを
とる
・5週目 - 小テスト5. Reading 2 のディスカッション 2回目. 宿題:
Reading 3を読みノートをとる. レポート2 を書く
・6週目 - 小テスト 6. レポート 2 しめきり. Reading 3 ディスカッ
ション＆リスニング. 宿題: Reading 3 をもう一度読み、ノートを
とる
・7週目 - 小テスト7. Reading 3 のディスカッション 2回目. 宿題:
Reading 4 を読みノートをとる   Reading 1～3 を見直す
・8週目 - 中間試験. Reading 4 ディスカッション＆リスニング. 宿
題: Reading 3 をもう一度読み、ノートをとる
・9週目 - 小テスト8. Reading 4 のディスカッション 2回目. 宿題:
レポート3 を書く
・10週目 - レポート 3 しめきり. プレイスメントテスト（日程は
変更の可能性があります）宿題: Reading 5 を読み、ノートをと
る
・11週目 - 小テスト 9. Reading 5 ディスカッション＆リスニング.
宿題: Reading 5 をもう一度読み、ノートをとる. レポート4 を書
く
・12週目 - 小テスト10. レポート 4 しめきり. Reading 5 のディス
カッション 2回目. 宿題: Reading 6 を読み、ノートをとる
・13週目 - 小テスト11. Reading 6 ディスカッション＆リスニン
グ. 宿題: Reading 6 をもう一度読み、ノートをとる
・14週目 - 小テスト12. Reading 6 のディスカッション 2回目. 宿
題: 全てのReadingを見直す
・15週目- 授業内. 学期試験

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellt3.blogspot.com)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

島居　佳江

◎－－－　概要　－－－◎

英語の４技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指します。リーディングにおいては、英語の論理構造やパ
ラグラフ（段落）構成に注意しながら、簡単な英文の概要や要
点、さらには書き手の意図をしっかり理解すること、ならびに
早く英文を読むいわゆる速読の技能の習得を目指しています。
リスニングにおいても同様に、スピーチの概要や要点、さらに
話し手の意図を理解できるように、基礎的な聞き取り練習をふ
んだんに実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙力を身につける(知識・理解)

基本的な文法事項を理解できる(知識・理解)

長文を読み、聞くことに慣れる(技能)

グループワークで能動的に参加する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
単語テストの準備
授業予定の章を読んでおく
復習
授業で学習したストーリーをライティング、またはスピーキン
グでアウトプットしてみる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

積極的な授業態度：30%
単語テスト：30%
定期試験：40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  ENJOYING AMERICAN POP CULTURE
[Author(s)]  Edward Hoffman
[Publisher]  ASAHI PRESS
[ISBN]  9784255154787
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中古のテキスト（他人の回答入り）の使用は認められませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction, 2週目より毎週単語テスト
2. The Hamburger Icon
3. Southern USA Cuisine
4. Coffee Drinks for the Planet
5. The Quick Snack
6. A Modern Lifestyle
7. The Great White Way
8. America's Dream Factory
9. Entertainment Capital of the World
10. プレイスメントテスト
11. The Cartoon Kingdom
12. American Cyber-Culture
13. America's National Pastime
14. America's TV Sport
15. America's Hoop Sport
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桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では主に以下の三つの活動に取り組みます。

(1) TED（Technology Entertainment Design）は、世界中の著名人や一
般人による講演会を開催・配信している非営利団体です。授業では
「ideas worth spreading (広める価値のあるアイデア)」の精神の下で披
露された様々なジャンルの英語によるプレゼンテーションをオンラ
インで視聴します。英語と日本語の字幕やトランスクリプトを活用
して読む活動も行い、内容の理解を深めつつ生の英語や熱く語られ
るメッセージの醍醐味を味わいます。

(2) 異なるテーマや場面に関するロールプレイ活動を英語で行いま
す。モデルダイアローグを聞き、音読し、ペアで内容を書き直し、
練習し、発表までつなげます。英語特有の発音やイントネーショ
ン、音の変化や強弱のリズム等を学び、発表に活かします。

(3) アカデミックな内容のパッセージを英語で読み、聞き、ノートを
とる学習に取り組みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のプレゼンテーション（字幕付き）を視聴し、生の英語の速度
や発音に慣れ、大意を理解するスキルの向上(技能)

英文パッセージを読み、要点や大切な情報を的確に理解できるよう
になる(技能)

英文パッセージを聞き取り、ノートをとるスキルの向上(技能)

他の学習者と協力して、英語ダイアローグを作成し、音読練習し、
発表することができる(技能)

自律的な英語学習者になるよう、自主的にオンラインを利用して英
語学習に取り組むことができる(態度・志向性)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布プリントの英文を読み、語彙のセクションに取り組む。
オンライン教材を視聴する。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。既習教
材の単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極な発言等）
４０％
* 課題＆発表３０％
* Final Test（期末テスト）３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）によ
り、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をとります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments] 指定の教科書はありません。授業プリントを
使用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 毎回、イヤフォンかヘッドフォン（3.5㎜ステレオミニプ
ラグ）と授業プリントを入れるフォルダー（A4サイズ）、
ノート、及び辞書を持参して下さい。
* 毎回出席し、積極的に授業に参加すること。出席しても
授業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がりま
す。自発的な発言や質問、発表が大切です。
* 授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表
等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合があ
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、評価法等につ
いて、Self-introduction
2. Lecture: Orientation for college courses, Note-taking (講
義ノートの取り方), & English pronunciation (発音)
3. TED 1 (TED: Ideas worth spreading)イントロダクショ
ン& Role play 1 (Reading)
4. TED 2 & Role play 2 (Writing)
5. TED 3 & Role play 3 (Practice)
6. Review
7. TED 4 (課題プリント) & Role play 4 (Presentation)
8. Reading 1: Sleep
9. Reading 2: Good health & Role play 1 (Reading)
10. プレイスメントテスト
11. Reading 3: Vision and attention & Role play 2 (Writing)
12. Reading 4: Studying abroad & Role play 3 (Practice)
13. Music (Reading lyrics) & Role play 4 (Practice)
14. Music (課題プリント) & Role play 5 (Presentation)
15. Final Test

進行状況により変更になる場合があります。
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

伊東　孝子

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能の内、「読む、聞く」の力を養うための学習をしま
す。「聞く」の学習を楽しく学ぶ方法として、ポップスのヒッ
ト曲を聴いて歌詞を読みます。その上多くの人が望む「英語を
聞いて歌詞をそのまま理解したい」と言うことを、曲を聴きな
がら英語の内容を正確に理解するトレーニングを積みます。
「読む」の学習では、曲やアーティストに関連した異文化ト
ピックについて読解します。更に短編集を読解します。この短
編集は難しい単語や複雑な構文を並べたものではなくて、易し
い言葉で素直な文で構成されたテキストを使用します。半ばで
確認の小テストを行い、学習したことを確実に身に着けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

読解をトピックスや短編集で学ぶことができる。(知識・理解)

人が普通に話す速度やリズムを聞き取る力が向上する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業中に指定された箇所を予習してくること特に次に当
たると指名された人は必ず予習が必要です。予習時間は30分位
です。。

復習：授業受中に3回程度の小テストを行ないますので、それ
までに学習した章の学習効果が確かめられます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと試験による評価。
定期試験4割、毎週の学習状況（授業参加度、予習の確認、小
テストの結果を含む）５割
授業態度（積極的な発言、お喋りをしない、居眠りをしない、
スマホを触らないなど）1割とします

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English with Pop Hits
[Author(s)]Teruhiko Kadoyama
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-４－7919-3387-7
[Comments]プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

全員に公平に当たりますので、予習が必要です。毎回英和
辞典を持参して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方と出欠などの説明を受け、
　　自己学習の方法を実践します。
２．Unit 1 Complicated
３．Unit 2 S.O.S
４．Unit 3 You are not alone
５．Unit 4　Don't wanna lose you
６．Unit 5 How crazy are you
７．Unit 6 sunnday Morning
８．Unit 7 I wannt it that way
９．Unit 8 Suddenly see
１０．プレイスメントテスト
１１．Unit 9 How am I Supposed To Live Without you
１２．Unit 10 Save the Best For Love
１３．Unit 11 Last Chiristmasu
１４．Unit 12 Torn
１５、総復習
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太田　一昭

◎－－－　概要　－－－◎

睡眠やカフェインの効用からストレス管理まで、現代の興味深
いテーマを扱った英文を精読し、また関連の英文を素材として
リスニングのトレーニングを行い、英文読解力と聴解力の向上
をめざします。併せて、現代の諸問題についての理解を深めま
す。授業の最後に、その日に学習した内容について小テストを
行います。その評点が「小テスト評点」となります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代の諸問題に関する英文読解力を身につける。(技能)

英語のリズムに慣れ、基本的な英語を聞き取ることができる。
(技能)

現代の環境・健康問題についての理解を深める。(知識・理解)

積極的な英語学習を通して、自律的に学習する姿勢を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

語学の授業では予習と復習が大切です。翌週学ぶUnitに目を通
し、語彙を調べ、練習問題を解いてみてください（60分）。授
業後には、学習したUnitを復習する習慣をつけてください（30
分）。そうすれば確実に英語力は向上します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点、小テスト評点、定期試験評点を総合して評価します。
各評点の比重は変わることがあります。
・平常点（受講状況、積極的な学習態度）5%
・小テスト評点（13回）30%
・定期試験評点（読解力、内容理解力）　65%
・遅刻及び欠席は、1回につき1点減点します。
・3回を超える欠席は、4回目から1回につき5点減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Good Health, Better Life
[Author(s)] 西原俊明 / 西原真弓 / Pino Cutrone
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4078-5
[Comments]2019年1月発行、1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小テストの際に教科書を用います。教科書を忘れると小テ
ストを受験することができません。必ず教科書を持参して
ください。また辞書を持参してください。電子辞書可。携
帯電話の使用は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記のUnit 1～Unit 13を学習します。各Unitは、語彙学
習、会話文リスニング、リーディングのセクションから構
成されています。リスニング、リーディングのセクション
には、内容把握問題が付いています。初回授業では、英語
学習法、授業の進め方、成績評価方法等について説明しま
す。説明の後、Unit 1の語彙と会話文リスニングのセク
ションを学習します。第2回～第15回の授業でUnit 1の残り
からUnit 13を学習します。1回の授業で1つのUnitを学習す
ることを目標としますが、進度は学習状況によって変わる
ことがあります。10回目は通常の授業は行わず、「プレイ
スメント・テスト」を実施します。

Unit 1 What Country is the Fattest in the World?
世界で肥満率が高い国
Unit 2 What Do We Know about Sleep Talking?
寝言と睡眠
Unit 3 Why Are Bug Bites Dangerous?
虫刺されに御用心
Unit 4 What Kind of Bacteria Can Be Found in the Great
Barrier Reef?
綺麗な海に潜む危険
Unit 5 How Much Caffeine Can We Take?
カフェイン依存の生活の問題
Unit 6 How Does the Love Hormone Oxytocin Work to
Improve Relationships?
オキシトシンが関わる人間関係
Review Test 1 ［Unit 1～Unit 6復習テスト］
Unit 7 What Can Happen If You’re Too Clean?
潔癖症っていいことづくめ？
Unit 8 Does Gender Affect Cancer Susceptibility?
性差と癌
Unit 9 Why Do Many of Us Develop Fear of Heights with
Age?
老化と高所恐怖症
Unit 10 What Are the Dangers of a Sweltering Summer?
夏に潜む危険
Unit 11 Which Makes a Better Athlete, Being a Night Owl
or an Early Bird?
スポーツ選手に有利なのは、朝型人間、それとも夜型人
間?
Unit 12 How Better to Release Your Stress?
ストレスコントロール
Unit 13 What Are the Differences between Real and
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黒瀬　悠佳子

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、日常的な場面を想定した会話やEメール、
英文パラグラフなどを十分に把握し、演習問題を通じて
習得した内容を繰り返し確認する。最終的には、重要表現や
必須語彙を読解・聴解両方の場面で無理なく理解し、実際に
使用できるようになることが目的である。学生生活や海外
旅行など身近な題材を中心にして展開されるテキストの
理解に基づきながら、自然な英語力の向上を図っていく。
聴解と読解をバランスよく取り入れることで、実践的な
英語運用能力を身に付けることができると考えている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの例文を正しく理解できる(知識・理解)

テキストの語彙・文法事項を身に付ける(知識・理解)

理解した語彙や文法を例題で運用できる(技能)

習得した内容を場面に応じて活用できる(技能)

知識を総合的・発展的に応用できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習：（15-20分）
その日の講義で出てきた新出の単語・表現を見直し、発音・
用法と合わせて暗記する。また、設問等で間違えた箇所、和訳
の
難しかった場所などあれば、講義メモを参考によく復習してお
こう。

予習：（20-30分）
次回の内容に目を通し、分かりにくかった箇所には印を
付して授業ではそれらの点に特に留意して学習するようにしよ
う。
学習内容を一つ一つ確実に自分のものにすることが、実力を
しっかり伸ばすための基本である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業への参加、貢献度および定期試験での結果を総合的に判断
して算出する。課題等の提出を求める場合もある。

平常点（授業参加・貢献度、ミニテストの評価、課題提出等）
40％
定期試験　（記述式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
60％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English for World Travel
[Author(s)]Koji Uenishi
[Publisher]英宝社
[ISBN]9784269660380
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な授業参加が求められる。遅刻･欠席等には留意す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第 1回　Unit 1　Traveling by plane
第 2回　Unit 2　Buying a ticket
第 3回　Unit 3　Accommodation and food
第 4回　Unit 4　Doing a homestay
第 5回　Unit 5  Crossing the border
第 6回　Unit 6  Visiting a museum
第 7回　Review for Units 1-6
第 8回　Unit 7　One-day tour
第 9回　Unit 8  At a company office
第10回　Placement Test
第11回　Unit 9  Dealing with illness
第12回　Unit10  Taking a taxi
第13回　Unit11  At a conference
第14回　Unit12　Conference presentasion
第15回　Review for Units 7-12
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久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能のうち、リスニングとリーディングの力を中心に
養います。ビジネスで実際に遭遇することの多い場面に関し
て、典型的な会話を「聞き」、関連するパッセージを「読
み」、e-mailを「書く」というトレーニングを通して、総合的
な英語力の向上を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．ビジネスの場面のコミュニケーションに必要な語彙・表現
を身に付ける。(知識・理解)

２．ビジネスの場面のコミュニケーションに必要な「読む」
「聞く」力を身に付ける。(技能)

３．emailを「読み」「書く」ことができる。(技能)

４．自立的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitの冒頭にあるVocabulary Exerciseをして
おくこと。（３０分）
復習：（１）学習したUnitの重要な表現のまとめ、（２）学習
したUnitのSupplementary Worksheet、をすること。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点（授業中の質疑応答の回数と内容、タスクの内容）：４
０％（到達目標１，２，３，４）
Supplementary Worksheet：１０％（到達目標１，４）
定期試験：５０％（到達目標１，２，３）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Go Global
[Author(s)]Pearson G., G.Skerritt & H.Yoshizuka
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7184-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各UnitのConversationとSupplementary Worksheetで学習した
音声は、オンライン学習システムEnglishCentralにて学習す
ることができます。EnglishCentralを利用するにあたって、
アカウントとアクセスコードの登録が必要ですので、各
自、登録を行ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方
2. Unit 1: Introducing Yourself
3. Unit 2: Introducing Companies
4. Unit 3: Explaining Your Role
5. Unit 4: Introducing Products
6. Unit 5: Checking Information
7. Unit 6: Giving Your Opinion
8. Unit 7: Making Requests
9. Unit 8: Asking Permission
10.プレイスメント・テスト
11.Unit 9: Making Invitations
12.Unit 10: Making Appointments
13.Unit 11: Canceling and Rescheduling
14.Unit 12: Describing Locations
15.Unit 13: Looking After a Visitor
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ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

This course is meant to help students develop their abilities to read
and listen to English. Both individually and in groups, students will
engage in a wide range of skills-building activities on topics including
psychology, business, environmental science, and others. The goal is
not only to prepare for tests but also to make students more confident
readers and better listeners as well.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will develop richer vocabularies and a better knowledge
of the global issues discussed in the course. (知識・理解)

2.　Students will have better listening skills, and a range of reading
skills to help them find greater success on English proficiency
tests.(技能)

3. The course will help students gain confidence in reading academic
English and may also interest them in reading English for its own
sake. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min-1 hour) Also, they should prepare for
the upcoming unit in the textbook by doing the Pre-Reading activities
and checking the unit for any unknown vocabulary. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3).
Vocabulary Notebook: 10% (goal 1)
Midterm Test: 20% (goals 1-3)
Video/Listening Test: 20% (goals 2, 3)
Final Exam: 30% (goals 1-3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Pathways 1A
[Author(s)]Vargo and Blass
[Publisher]Cengage
[ISBN]9781337624886
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in.  Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The teacher's office hour is Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2: A day on planet Earth (reading about careers)
3: A day in the life of an explorer (reading about careers)
4: Unit 1 and 2 videos; vocabulary extension
5: The world’s oldest first-grader (reading about education)
6: The secret of success (reading about psychology) (Homework:
study for midterm test)
7: Midterm Test and vocabulary notebook check
8:The psychology of supermarkets (reading about marketing)
9: The power of persuasion (reading about advertising)
10: Placement Test
11: Unit 4 video; Garbage island (reading about the environment)
12: The art of recycling (reading about the environment)
13: A global food journey (reading about food and culture)
14: Cooking the world(reading about food and culture)
(Homework: study for Video/Listening Test)
15: Video/Listening Test and Final Exam review (Homework:
study for Final Exam)
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ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will have homework from the textbook every week. Students must study
vocabulary, read a short article, and answer questions about it before each class.

Also, about once every two weeks, students will have to get and read a book from
the English Readers section of the Fukuoka University Library. Students will be
able to choose their own books based on their level and interest. Students will
then have to complete a short assignment on the class internet homepage to show
that they have read the book.

In class, students will have to do reading and listening activities. The reading and
listening activities will improve students’ ability to understand the readings and
make them read faster. They will also help students improve their ability to listen
for details and give them practice listening while doing other things at the same
time.

There will be three vocabulary tests during class. The tests will be on words from
the readings. Students will have to study the vocabulary each week to be able to
pass the vocabulary tests.

The final test will review the vocabulary that students have learned in the class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn to read faster while still understanding and remembering
what they read. (技能)

2. Students will become familiar with Fukuoka University Library’s English
Readers and develop reading habits that they can continue in the future. (態度・
志向性)

3. Students will learn new vocabulary and improve their knowledge of
vocabulary that they have studied before.(知識・理解)

4. Students will improve their ability to understand spoken English through in-
class activities. (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students have to read a chapter of the textbook each week, complete the written
homework, and study that chapter's vocabulary. Students need to review the
vocabulary for the tests. Students also need to read six books from the library’s
English Readers section, according to the schedule on the syllabus. In total,
preparation and review will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

1. Homework: 11% (到達目標1 & 3)
2. English Readers: 24% (到達目標2)
3. In class work: 25% (到達目標1 & 4)
4. Vocabulary tests: 15% (到達目標3)
5. Final test: 25% (到達目標3)

Any student who copies another student on homework, in-class work, tests, or the
English Reader assignments will get -5% to their final class grade each time they
copy because copying is cheating. If the person who was copied gave permission
to the cheater, that person will also get -5% to their final class grade.

Students who are absent without a good reason will get a zero on the in-class
assignment and test if there is one. If a student has an emergency (medical, family
problem, etc.) or if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi,
etc.), then they must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If
they do, they can discuss with the teacher about how to make up the work that
they missed. If homework was due on the day the student was absent, they need
to show that homework the next time they come to class to get points.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Life Topics
[Author(s)]　Takashi Shimaoka & Jonathan Berman
[Publisher]　NAN’UN-DO
[ISBN]　9784523176893
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook and homework each day. Late
homework is not accepted. In class work must be completed in
the time given.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Introduction to course, explanation of syllabus and assignments
2) Chapter 1: "The Beauty of Seasons"
3) Chapter 4: "How the Internet Evolved" (English Reader #1
Due before class)
4) Chapter 6: "Travel in Japan"
5) Vocabulary Test 1
6) Chapter 7: "The Secret of Happiness" (English Reader #2 Due
before class)
7) Chapter 8: "Shopping on the Internet"
8) Chapter 9: "Do Aliens and UFOs Exist?" (English Reader #3
Due before class)
9) Vocabulary Test 2
10) PLACEMENT TEST (English Reader #4 Due before class)
11) Chapter 12: "Plastic Surgery" & Chapter 16: “Fast Food
and Health”
12) Chapter 19: "Young Men: No Girls, No Money" (English
Reader #5 Due before class)
13) Chapter 20: "Old Media and New Media"
14) Chapter 21: "Women in College" (English Reader #6 Due
before class)
15) Vocabulary Test 3

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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岩本　弓子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の4技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指す。学生向けに放送される実際の英語ニュースを視聴し
ながら、リーディングに関しては、英語の論理構造、パラグラ
フの構成に注意し、平易な英語ニュースの概要、要点を素早く
かつ正確に読み取れる技術の習得を目指す。また時事的な内容
に少しでも多く触れて、現在どのようなことが英語圏で話題と
なっているかという、知識そのものを増やしていく。リスニン
グでは、基礎的な聞き取りを多く取り入れつつ、生の英語に少
しでも慣れるような練習を実施する。リスニング、リーディン
グともにニュースで使用される語彙の学習を通して実際の場面
で使用される頻度が高い語彙を学び語彙力の向上を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語ニュースの語彙、英語表現に親しみ、少しでも理解できる
ようになる。(知識・理解)

アメリカの若い世代向けのニュースを通して実際アメリカで話
題となっている問題を知り、自分自身の経験や日本との比較を
しながら、自分の考えが持てるようになる。(知識・理解)

生の英語ニュースの英語を少しでも多く聞き取れるようにな
る。(技能)

ニュースの内容ができるだけ正確に読み取れるようになる。
(技能)

学習したニュースだけではなく自分自身で興味のある英語
ニュースを探して視聴してみる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

あらかじめ付属のCDを聞き本文に一通り目を通し、わからな
い単語を調べておくこと。（15分）
和訳部分を自分で訳してみる事。（15分）
終了した単元のニュースのCDを繰り返し視聴すること。（15
分）
終了した単元ごとの単語の復習をし、英文を意味を考えながら
再度読んでみる事。（30分）
和訳部分を授業で学習したことを踏まえてもう一度正確に訳し
てみる事。
（15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点25％（授業中の態度、自主的な発表をポイント制で点数
化する。単語の理解度、リスニングがどのくらいできるか、和
訳部分をどのくらい自分の力でできるかを評価する。20％　自
分の意見を述べられるかを評価する。5％）
語彙小テスト10％(単語がきちんと覚えられたかを評価す
る。）
定期試験65％(語彙をどの程度理解し、記憶できているか、英
文がどのくらい正確に読めているかを評価する。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CNN 10 ― Student News ―Vol.2
[Author(s)]F.Sekido, M.Kogure, J.Arnold, K.Ikeda & K.Cho
[Publisher]ASAHI PRESS
[ISBN]9784255156330
[Comments]定価1800円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。スマートフォンの辞書
の使用は教室内では不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．Introduction: 授業の進め方、評価方法の説明
ニュース英語の特徴。Unit 1 A Look at Gold
2. Unit 1 & Unit 2 How to Daylight Savings
3. Unit 2 & Unit 3 Making Libraries
4. Unit 3 & Vocabulary/Idioms in the News No.1
5. Unit 4 Pyramid Tech
6. Unit 4 & Unit 5 Pigments
7. Unit 5 & Unit 6 Shopping Tech
8. Unit 6 & Vocabulary/Idioms in the News No.2
9. Unit 7 Origami
10.Placement Test
11.Unit 9 Nigerian Women's Bobsled Team
12.Unit 9 & Vocabulary/Idioms in the News No3
13.Unit 10 Zoo Dog
14.Unit 10 & Unit 11 Google Before Google
15.Unit 11  まとめ、定期試験に関する説明

◎－－－　URL　－－－◎

http://edition.cnn.com
(cnn10/)
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吉村　治郎

◎－－－　概要　－－－◎

１．ウィットと意外な結末に満ちた楽しい小話を題材にした英
語教科書を使用し、英語の読解のたのしさを味わいながら、リ
スニング能力と作文能力も併せて養成します。

２．毎回宿題を出し担当者に次の授業で発表していただきま
す。

３．英会話教材を使用して日常的な英語会話の練習も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．単なる英文解釈ではなく、英語を書かれた順に素早く読む
能力を養成する(技能)

２．文中の英文を利用して作文能力も高める(技能)

３．リスニング能力も併せて養成する(技能)

４．英米の文化に対する理解を深める
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

〇予習：授業で取り上げる予定の英語本文をパラグラフ単位で
読み、文の要旨を把握する。その際、一文ずつこだわりながら
辞書を引いて読むのではなく、未知の単語があってもそのまま
読み進めることが大切。そして最後に未知の単語の意味を調べ
る。もう一つ大事な点は、英文和訳をするのではなく、英文を
前から順番に読んで理解することが大切（即読即解）。（30
分）

〇復習：授業で学習した英文をもう一度、予習の時と同じ要領
で読んでいく。次に授業で学んだ点を再点検する。またメモを
した内容をもう一度確認する。（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価

〇定期試験（語彙力、英語理解力、英語による自己表現能力、
異文化理解）80％
〇平常点（宿題提出率、授業態度、その他）20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Amusing Tales
[Author(s)]L.A.HIll／安藤賢一
[Publisher]成美堂
[ISBN]4-7919-4023-7　¥1,600
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．授業に熱心に取り組むためには予習が大切です。予習
を通して自分なりの問題意識をもって授業に臨んでくださ
い。
２．出席、授業態度を重視します。欠席の場合は友人を通
して事前に伝言を依頼するか、次の授業で休んだ理由を知
らせてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１つのチャプターを2回の授業でこなしていきます。最初
は本文の理解、次に本文に関する練習問題に取り組みま
す。進度は以下の通り。

カッコ内は学習内容（注　read.＝reading, ex.＝exercise）

1～2：Chapter 1 Two Tunnuls(read.,ex.)

3～4：Chapter 2 A Clever Driver　　　　　　　　　　　　
　(read.,ex.)
5～6：Chapter 7 Safe in the Police-　　　　　　　　　　
station(read.,ex.)
7～8：Chapter 8 Dark Beer to Make You 　　　　         Strong
(read.,ex.)
9　　:Chapter 11 Not Swimming: 　　　　　　　　　　　　
　　Drowning(read.,ex.)
10 プレイスメントテスト　　　　　　　　　　　　　
11̃12:Chapter 11 NotSwimming:Drowning　　　　　　　　
　　(read.,ex.)
13̃14:Chapter 16 Absent-minded 　　　　　　　　　　　　
　  Professor(read.,ex.)
15　　:Chapter 20 A Meeting in 　　　　　　　　　　　　
Damascus(read.,ex.)
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肥川　絹代

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リスニングとリーディングの力を養いま
す。ヨーロッパ・アメリカのみならず中東でも日本文化への興
味が飛躍的に拡がり、外国メディアへの露出も増えてきている
こと、さらに2020年、東京へのオリンピック招致も成功し、日
本文化を海外へ発信する手法が注目を浴びていることを鑑み、
授業では、日本の伝統文化からカワイイ等ポップ・カルチャー
までを英語を通して学ぶとともに、英語でそれらの説明を試み
ていきます。その中で、読解力・リスニング力を伸ばしていき
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本文化の説明の大意を聞き取ることができる。(技能)

日本文化の説明英文を読み解くことができる。(技能)

重要語句を身につける。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1)音源を利用して、次の授業で学習するUnitのエッセイ
の音読と内容の理解、(2)エクササイズA及びC（45分）
復習：(1)学習したUnitの復習（単語・語句の習得）、(2)テーマ
に沿った日本文化についての英語での紹介（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・毎週の学習状況（授業への積極的な参加)：10％（到達目標
④）
・プレゼンテーション&原稿: 20%（到達目標①②③④）
・リスニング試験：20%（到達目標①③）
・定期試験：50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Let's Introduce Japanese Culture!
[Author(s)]K. Koikawa, K. Yamada, D. Farnell, M. Yakushiji.
[Publisher]Eihosha
[ISBN]978-4-269-17021-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・復習、予習を必ずして授業に臨む。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Orientation & Unit 1　おもてなしの心
2.  Unit 2 東京スカイツリーの秘密
3.  Unit 3 日本の風物詩ー着物の魅力
4.  Unit 4 高品質の日本テクノロジー
5.  Unit 5 健康にいい、色鮮やかな日本食
6.  Unit 6 破壊と創造ー日本舞台芸術
7.  Unit 7 平和とおもてなしロボット
8.  Unit 8 サムライ
9.  Unit 9 日本のソフトパワーとなったアニメ
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 10 温泉で美人に！
12. Unit 11 みんなで楽しむゲームを
13. Unit 12 静謐と躍動ー書道甲子園
14. リスニング試験
15. Review
　　

◎－－－　URL　－－－◎

英宝社　音源ダウンロード
(http://www.eihosha.co.jp/sounddownload/index.html)



2019-SJ00009602-32フレッシュマン・イングリッシュⅡ「J R&L-16」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

永松　美保

◎－－－　概要　－－－◎

　本講義では、リーディング、リスニング、及び、英文法に焦
点を置いた教材を用いて、学生の皆さんの特に読解力、聴解力
の向上を目指そうと思っています。教材は、TOEIC 関係のもの
を選んでいますが、単にTOEICの練習問題にはなっておらず、
内容は文法、語彙説明などもありバラエティーに富んでいま
す。学生の皆さんは高校時代にはTOEIC にはあまり馴染みがな
かったのではないかと思いますが、将来を考えて、TOEIC の出
題形式も少し知って欲しいと思って、今年度はTOEIC 関係の教
材を選んでいます。最初は、英語の音声のみを聞いて、ディク
テーションや内容理解をすることは難しいかもしれませんの
で、何度か音声を聞かせようと思っています。学生さんが慣れ
て来ると、音声を聞く回数は減らして行く予定です。また、テ
キストには若干の文法事項が記載されているので、適宜、文法
事項の説明を行っていくつもりです。リーディングに関して
は、TOEIC関係のテキストなので、ビジネスに関連したテーマ
のものが多いですが、必ず予習をして講義に臨んで下さい。ま
た、時間的余裕があれば、別のテーマの読み物も扱いたいと
思っています。
　15回目はリスニング・文法に関しての試験を行う予定です。
講義に際して、英和辞典は必ず持って来て下さい。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な読解力と聴解力を身につけることができる。
　(技能)

学習した語彙・文法事項を使用した練習問題に対しておおよそ
70％の正答率でもって解答できるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　語彙、文法、リーディングのパーツに関しては、毎回、60分
ほどかけて必ず予習をして講義に臨んで下さい。講義の終わり
に次回の予習箇所、及び、学習箇所を連絡します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。試験（定期試験約50%、授業内試験約50%）(80%)、授業へ
の参加度、授業での発表、及び、積極的姿勢(20%)を目安とし
て総合的に評価します。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Mastery Drills for the TOEIC L&R Test　　
[Author(s)]早川　幸治
[Publisher]桐原書店
[ISBN]978-4-342-55015-7
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

ジーニアス英和辞典　ISBN 978-4-469-04170-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　学習活動参加状況の評価ができないので、欠席が多いと
単位取得が難しくなる場合がありますので、出席には留意
して下さい。講義は学生さんの反応に応じて進めて行くの
で、授業計画通りに進まないことがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．Introduction：授業の進め方、出席、評価、TOEIC試験
の説明等。
2.　Unit 01 人物の動作と状態/表・用紙
3.　Unit 02 疑問詞を使った疑問文/広告
4.　Unit 03 日常場面での会話/品詞
5.　Unit 04 アナウンス・ツアー/動詞
6.　Unit 05 物の状態と位置/チャット
7． Unit 06 基本構文と応答の決まり文句/手　　　　　　
　　紙・Eメール
8． Unit 07 電話での会話/代名詞・関係代名　詞
9． Unit 08 ラジオ放送・宣伝/接続詞・前置詞
10．プレイスメントテスト
11. Unit 09 Yes/No 疑問文/ダブルパッセージ
12．Unit 10 オフィスでの会話①/Part 5の復習
13．Unit 11 留守番電話/トリプルパッセージ
14．Unit 12 オフィスでの会話②/Part 7の復習
15．授業総括（リスニング・文法試験含む）
 



2019-SJ00009602-33フレッシュマン・イングリッシュⅡ「J R&L-17」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

藤原　まみ

◎－－－　概要　－－－◎

映画『Lulu on the Bridge』を素材に、基礎的な「読む」能力と
聴く能力の養成と伸長を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画を通して英語圏の文化に対して興味を持ち理解するよう努
力できる(知識・理解)

語彙力を高めるよう努力できる(態度・志向性)

句表現(Phrasal Verb)を聴き取り、理解できる(技能)

標準的な英文を読解できる(技能)

自然な英語を聴き取り、内容を捉えるように努力できる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の指定したところを事前に読んでおくこと（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への積極的な参加　３０％
（学習状況、課題への取り組みなど。ただ、教室に座っている
だけ、は評価の対象になりません。）
小テストなど　　　　　２０％
定期試験　　　　　　　５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]『Lulu on the Bridge』
[Author(s)]Paul Auster
[Publisher]Shohakusha
[ISBN]978-4-88198-486-4
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：オリエンテーション
２：Unit 1 New York Jazz Club
３：Unit 2 Celia's Apartment
４：Unit 3 Philip Kleinman's Apartment
５：Unit 4 Izzy's Apartment
６：Review
７：Unit 5 West Twenty-Fifth Street
８：小テスト
９： Unit 6 Celia's Apartment
１０：プレイスメントテスト
１１：Unit 7 Odeon Restaurant
１２：Review
１３：Unit 8 The Room
１４：Unit 9 Soundstage
１５：Unit 10 The Room



2019-SJ00009603-19フレッシュマン・イングリッシュⅢ「J ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICのスコアアップを目標に、グローバル社
会で必要とされる実用的かつ総合的な英語能力を養成します。
TOEIC® Listening & Readingテストに頻出するジャンル別に頻
出の語句や問題をこなすことができるテキストを使用します。
TOEICテスト受験のテクニックだけではなく、毎授業において
行う小テスト、ディクテーションや文法知識の確認を通して、
語彙力や文法力を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC形式の問題を繰り返すことで問題形式に慣れる(技能)

TOEICの頻出語句や文法事項を習得することができる(知識・
理解)

学んだ英語の表現を日常生活において使用できるようになる
(技能)

聞き取りを通して、内容のポイントを抑えることができるよう
になる(技能)

課題に取り組むことはもちろん、授業外においても、積極的に
英語に触れるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング問題には毎日触れるようにして
ください。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
・小テスト20％ (計10回)
・クラス内テスト50％ （Reading 25%, Listening 25%）
クラス内テストについて、やむを得ない事情（伝染病の罹患な
ど）によって欠席した場合、正式な書類(医師の診断書等)の提
出があれば別日にテストを実施する。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]TOEIC® Test Trainer Target 470, Revised Edition
[Author(s)]Masahiko Yamaguchi / George W. Pifer
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-4-86312-260-4
[Comments]テキスト価格￥2,000+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2．Pre-test、テスト形式を知る
3. Unit 1 予定（動詞・五文型）
4. Unit 2 数量を尋ねる（名詞）
5. Unit 3 命令・依頼（形容詞・副詞）
6. Unit 4 広告・宣伝（フレーズ・リーディング）
7. Unit 5 時間を尋ねる（動名詞）
8. Unit 6 場所を尋ねる（to 不定詞）
9. Unit 7 確認 (分詞)
10. Unit 8 留守電 (スキャニング)
11. Unit 9 アドバイス（受動態）
12. Unit 10 誘い（比較）
13. Unit 11 申し出（関係詞）
14. Unit 12 講演者紹介(スキミング)、復習
15. クラス内テスト、総括



2019-SJ00009603-20フレッシュマン・イングリッシュⅢ「J ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストのスコアアップのための語彙力強化やリスニング
とリーディング練習を通して、ビジネスやグローバル社会で必
須の英語運用能力を身につけます。国際ビジネスに関連した
Emailやレター、社内文書ややり取り、旅程等を教材として学
習し、英文法を復習しながら実践的なコミュニケーション能力
を養います。受け身な学習に偏らないように、ペアやグループ
での協働学習をとおして英語２技能の向上に取り組みます。英
語特有の発音やイントネーション、音の変化や強弱のリズムの
特徴を学び、ソロやペアで何度も音読練習していきます。ま
た、生の英語のスピードや発音に触れるため、オンラインで動
画（英語）を視聴し、自律的学習へとつなげます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ビジネスに関する英文や対話文を聞き、大意や必要な情報を把
握できるスキルの向上。(技能)

ビジネスに関する英文を読み、要点や大切な情報を的確に理解
できるスキルの向上。(技能)

TOEIC頻出の語彙力を伸ばす。(知識・理解)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットにあるBrush up とExerciseを解いてくる。(45
分)

復習：既習ユニットの間違ったところを確認し、英文を再聴
し、音読する。単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極性な
ど）４０％
* 課題１０％
* テスト２回：２５％＋２５％＝５０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）
により、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をと
ります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Mastery Drills for the TOEIC L&R Test
[Author]　Koji Hayakawa
[Publisher]　桐原書店
[ISBN]　 978-4-342-55015-7
[Comments]　1700円（＋税）初回授業時に持参

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 教科書を購入して、第一回目の授業時から持参して下さ
い。
* 毎回遅れずに出席し授業に参加すること。出席しても授
業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がります。
授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表、
テスト等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場
合があります。
* 自発的な発言や質問、発表などの積極性が大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：シラバス、授業の進め方、英
語学習方法等についての説明、自己紹介（英語）
2. Unit 1.人物の動作と状態Part 1、表・用紙Part 7
3. Unit 2. 疑問詞を使った疑問文Part 2、広告Part 7
4. Unit 3. 日常場面での会話Part 3、品詞Part 5
5. Review & Online English learning 1
6. Unit 4.アナウンス・ツアーPart 4、動詞Part 5
7. Unit 5.物の状態と位置Part 1、チャットPart 7
8. Test 1 & Review
9. Unit 6.基本構文（依頼/提案・勧誘/申し出）と応答の
決まり文句 Part 2、手紙・EメールPart 7
10. Unit 7.電話での会話 Part 3、代名詞・関係代名詞
Part 5
11. Unit 8.ラジオ放送・宣伝 Part 4、接続詞・前置詞
Part 5
12. Review & Online English learning 2
13. Unit 9.Yes/No疑問文Part 2、ダブルパッセージ（2つ
の文書）Part 7
14. Unit 10.オフィスでの会話① Part 3、Part5の復習 Part
5
15. Test 2 & Review

進行状況により変更になる場合があります。



2019-SJ00009603-21フレッシュマン・イングリッシュⅢ「J ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

藤瀬　信子

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICでのスコア400点をまずは目指すように、練習してゆ
く。各ユニットごとにトピック別に頻出語句を１０こをおぼ
え、会話文や説明文の問題をやってゆくことで、スコアアップ
を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙力をつける。各ユニットに出てくる語句を確実に憶える。
(知識・理解)

読解力をつける。各ユニットに出てくる文章を、文法に沿って
正しく理解する。(知識・理解)

作文力をつける。ユニットに出てきた英文をモデルに、言い換
え、書き換えをする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：予定のユニットの下読み、練習問題の準備。小テストの
準備。
復習：予習時に不確かだった箇所や間違っていたところを再確
認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（小テストの結果、授業意欲等）４０％と
定期試験６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC　L&R　TEST　
BEGINNER
[Author(s)] 早川幸治ほか
[Publisher]　金星堂
[ISBN]97847６４７４０８８４
[Comments]１９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 必ず予習して出席すること。
欠席は、平常点（小テストや授業意欲等）の評価が下がる
ため減点となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方、成績評価の基準な
どの説明。
（2-14回はテキストに沿って順次進む。
2 unit1 Travel
3 unit2 Dining Out
４ unit3 Shopping
５ unit4　Entertainment
６ unit5　Advertising
７　unit6 Events
8 unit7 Daily Life
9 unit8 Media
10 小テスト
11 unit９Recruiting
12 unit10 Production & Sales
1３ unit11 Meetings
14 unit12 Offices
15      まとめ



2019-SJ00009603-22フレッシュマン・イングリッシュⅢ「J ESP-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

岡裏　浩美

◎－－－　概要　－－－◎

英語によるコミュニケーション能力を測る、TOEIC Listening &
Reading Test対策に特化した授業です。

TOEICテスト頻出のテーマ別に、出題傾向に沿った問題演習や
解説を繰り返すことで、英語の基礎力を高めるとともに、
TOEIC特有の出題スタイルに慣れ、効率よくスコアアップを目
指します。また、コミュニケーション手段としての実用的な英
語力を養成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの全パート（Part1～7)について問題練習を繰り返
し、出題形式に慣れることができる。(技能)

ビジネスや日常のコミュニケーションで必要となる、実用的な
リスニング力や読解力を習得できる。(技能)

TOEICの頻出語句、文法事項の知識を習得できる。(知識・理
解)

課題や単語テストを通じて、自律的かつ積極的に英語学習に取
り組むことが出来る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
毎回、次の授業で扱うUnitのVocabulary Listの語彙を調べておい
て下さい。また、Reading Section（Part5-7)のPractice問題を解い
ておいて下さい。授業は予習を前提に進めます。

【復習】
Listening Sectionについては、授業で配布するScriptをもとに内
容を理解した上で、再度音声を聞き取る練習をして下さい。
Reading Sectionは、TOEICの頻出語句、文法事項、解答のコツ
を再度学習し、知識の定着と共にTOEICテストのスコアアップ
を目指しましょう。

＊必要に応じて宿題（発展問題など）を課します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習状況（授業や課題への取り組み方、単語小テス
ト）：40％
・学習達成度確認テスト：30％
・定期試験：30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] THE HIGH ROAD TO THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST
[Author(s)] Koji Hayakawa, Naoyuki Bamba, Nobuko
Nakamura, Ken Suzuki
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN] 978-4-7647-4045-7
[Comments]2017年発行　1900円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回授業には必ずテキストと辞書を持参して下さい。

他の学生への迷惑行為となる授業中の私語や居眠り、また
は、授業に関係のない行為（携帯電話の使用、他の教科の
予習や復習、飲食など）には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  授業ガイダンスと新形式TOEICテストの概要
2. Unit 1　Travel
3. Unit 2　Dining Out
4. Unit 3　Media　
5. Unit 4　Entertainment
6. Unit 5　Purchasing
7. Unit 6　Clients
8. Unit 7　Recruiting　（単語小テスト）
9. Unit 8　Personnel
10.Unit 9　Advertising
11.Unit 10　Meetings
12.Unit 11　Finance
13.Unit 12　Offices
14.Unit 13  Daily Life
15.学習達成度確認テスト（リスニング含む）



2019-SJ00009603-23フレッシュマン・イングリッシュⅢ「J ESP-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

迫　由紀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC形式の練習問題を解きながら、英語基礎学力、特に
ReadingとListeningを身に着けることを目標とする。
TOEICテストの形式と目的を理解し、英語のリスニング、リー
ディングに関して、限られた時間で、速読速解するための解答
力アップのストラテジーを学ぶ。
ユニットごとに決められたテーマに即した問題を解きながら、
実際のTOEIC　L&Rの出題形式に慣れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの形式に慣れ、出題の意図、解法のポイントが理解でき
る。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、速読力
を身につける。(技能)

現代社会、ビジネス社会での生の英語の速度やリズムに慣れ、
聞き取ることができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるように積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回のユニットのリスニング練習と音読練習（30分）テ
キストの問題演習（60分）
復習：同じミスをしないように、なぜできなかったかを理解し
ながら、再度問題を解く。（60分）
授業はあくまで、予習で準備してきた答え合わせ、自分の問題
点、現状把握、の場である。授業だけでテスト対策などできな
いことを理解したうえで、授業時間外の学習にしっかり時間を
かけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

 平素の活動状況（小テスト、授業への積極的な取り組みなど）
50％
 教場試験　50％

 積極的な英語学習取り組み状況と語彙力・速読力・リスニング
力がどれだけ身についているかを成績評価の基準とします。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。
ただし、教場試験にやむを得ず欠席した学生（伝染病の罹患な
ど）に限り、代替措置として追試を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC L&R Test Pre-Intermediate
[Authers] Yumiko Mizoguchi, Machiko Yanagita
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4089-1
テキスト価格　￥2000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わり
に使用することは認めない。
・単語の意味だけでなく、語法、用例の理解が重要なので
紙媒体の辞書を推奨する。（例：コリンズコウビルド英語
辞典、ロングマン英英辞典、5万語程度収録の英和中辞
典）
・TOEICの要求するコミュニケーション能力とは、ことば
の意味だけでなく、社会人としての生活様式、ビジネスマ
ナーといったことばの意図、背景を読み取ることである。
毎回、英語の世界観をイメージできるよう、授業の最初か
ら最後まで集中して臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． Introduction：TOEICについて、学習方法
Unit 1　Travel（1）Listening Sections
2． Unit 1　 Travel（２）Reading Sections
3. Unit 2 Dining Out （1）Listening Sections
4. Unit 2 Dining Out（２）Reading Sections
5.　Unit 3 Media（1）Listening Sections
6.　Unit 3 Media（２）Reading Sections
7.　Unit 4　Entertainment（1）Listening Sections
8.　Unit 4　Entertainment（２）Reading Sections
9.　Unit 5 Purchasing（1）Listening Sections
10.　Unit 5 Purchasing（２）Reading Sections
11.　Unit 6　Clients（1）Listening Sections
12.　Unit 6　Clients（２）Reading Sections
13.　Unit 7 Recruiting（1）Listening Sections
14.　Unit 7 Recruiting（２）Reading Sections
15. まとめと教場試験



2019-SJ00009603-24フレッシュマン・イングリッシュⅢ「J ESP-6」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

服部　八重

◎－－－　概要　－－－◎

　　1年次前期フレッシュマンイングリッシュIIIの検定対策英語で
は、この国で実施されている各種英語資格検定試験（外部テスト）
のうち特に社会的ニーズの高いTOEICに取り組み、実践的なトレー
ニングを中心とした授業を行います。この訓練を通して、リスニン
グとリーデイング、および英文法のバランスの取れた総合的な英語
力を培います。

　　授業内容は、テキストブックの各章を順を追って進み、聞き取
りの小テストを回数多く行いながら、実際の検定試験受験に繋げま
す。読む、聞く、書く、話すの４技能を伸ばせるよう、問題を解き
進めながらも、その時々のトピックで話したり、書いたりの活動を
展開します。

　　学習方法としては、予習を必ず行い、授業時の小テストで聞き
取りに集中し、同時にクラスで発表がスムーズにできるよう、宿題
の英作文やドラフトをよく準備してきます。

　　遅刻や欠席が無いよう、毎回の授業に、よりポジティブに臨み
ましょう。

　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活に役立つ英語、平易なビジネス英語をより詳しく習得でき
ます（知識・理解）(知識・理解)

聞き取りの訓練と、リーデイング部への取り組みによる読解力が身
につきます（知識・理解(知識・理解)

実際のTOEIC受験に際し、よい準備とより良いスコアが取得できま
す（技能）(技能)

会話・対話の聞き取り、スクリプトの読み取りやシャドウイング、
チームによる会話訓練で、英語の会話力がつきます（技能）(技能)

クラス活動でのクラスメイトの英語表現に接することで啓発され、
自身の発表やスピーチ、表現が向上し、より豊かに展開します（態
度・志向性）(態度・志向性)

聞き取りの小テスや毎回の発表で、次回以降より良い成果を出すた
めに、自覚的努力と勉強の習慣、切磋琢磨する態度が育ちます（態
度・志向性）(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　　テキストの次回授業予定箇所（各章）を必ず予習により目を通
す、未知の単語や表現を辞書で確認する（60分）

　　宿題としての「書く表現」について、落ち着いてきちんと書く
取り組みをする（30分）

　　ダウンロードによる聞き取り自習　（60分以上――20分×3回以
上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。
　
　定期試験　50％（テキストリーデイング部の内容より出題他）
　リスニング試験　40%（小テストによる毎回の積み重ねが中心）
　平常点　　10%　（平常のクラス活動、宿題、発表や受講態度等）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Successful Keys to the TOEIC Listening and Reading
Test 1, 4th Eition
[Author(s)]　Mark　Stafford
[Publisher]　Kirihara Shoten（桐原書店）
[ISBN]　978－4－342－55262－5
[Comments]　￥1800　＋　tax

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　　履修規定に従って、登録期間内に、スムーズに登録し
てください。授業での発表やスピーチ、チーム活動が重視
されることを念頭に、履修してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．授業の進め方等についての説明および英語による学生
の自己紹介と他己紹介
 2.Unit  1 Daily Life
 3.Unit  2 Paces
 4.Unit  3 People
 5.Unit  4 Travel
 6.Unit  5 Business
 7.Unit  6 Office
 8.Unit  7 Technology
 9.Unit  8 Personnel
10.Unit  9 Management
11.Unit 10 Purchasing
12.Unit 11 Finances
13.Unit 12 Media
14.Unit 13 Entertainment
15.Unit 14 Health



2019-SJ00009603-25フレッシュマン・イングリッシュⅢ「J ESP-7」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

山崎　美穂子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、英語によるコミュニケーション能力を総合的に
評価するTOEIC Listening and Reading Testの受験対策のためのテ
キストを用いて、英語のリスニング力、文法力、読解力を養い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出する語彙・表現を身につける。(知識・理解)

②ビジネスや日常での会話、トークに慣れ、リスニング能力を
伸ばす。(技能)

③英語の文章を速く、正確に読解するスキルを伸ばす。(技能)

④積極的に問題に取り組み、自律した学習態度を身につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で学習するUnitのVocablaryは前もって記入し、
One Point Grammerには事前に目を通しておくこと。また、Part
5およびPart 6は解答しておく(60分)。
復習：学習したUnitのプリントを回答し、問題で間違ったとこ
ろを見直し、小テストに備える(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業態度・参加状況：30％　（到達目標④）
小テスト：25％（到達目標①②③④）
定期試験：45％ （到達目標①③）
欠席が多いと授業態度や参加状況を踏まえての総合的な評価が
できず、単位の取得が困難になる場合があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] First Time Trainer for the TOEIC Test
[Author(s)] Chizuko Tsumatori
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 9784863122932
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず辞書を持参のこと。（電子辞書可)
携帯電話での辞書機能使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Pre-test
3. Unit 1 Shopping
4. Unit 2 Daily Life
5. Unit 3 Transportation
6. Unit 4 Jobs
7. Unit 5 Meals
8. Unit 6 Communication
9. Unit 7 Fun
10. Unit 8 Office Work
11. Unit 9 Meeting
12. Unit 10 Travel
13. Unit 11 Finance
14. Unit 12 Business
15. Post-test



2019-SJ00009603-26フレッシュマン・イングリッシュⅢ「J IA-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ケイトン，トマス　Ｈ

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop the skills of English speaking and
listening. Students will be given a lot of practice of using English by
describing everyday situations and experiences. Students will develop
greater ability and confidence to communicate in English when both
traveling abroad and living here in Japan. There is a  strong emphasis
on pronunciation  and students will be strongly encouraged to give
their opinions on a variety of subjects through a series of informal
individual and group presentations.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to have simple and natural English conversations
about many topics.(知識・理解)

Students will be able to make short formal presentations in front of
the class on a variety of interesting and useful topics.(技能)

Students will be able to take part in discussions, talk about themselves
and give their opinions in a natural way. (技能)

By the end of the course all students should have developed into more
motivated and active learners of English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Before most classes a small amount of preparation homework will be
required. This will include collecting and organizing materials for
presentations and previewing materials for the next topic. The
homework will take between 20 to 30 minutes per class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Students should actively participate in all lessons. To get a good
participation score students have to cooperate in both pair work and
individual work. Credit will also be given for good presentation
preparation and presentation.  performance.

Class evaluation will be based on participation (40%), presentation
preparation and performance (40%), and a final test (20%.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

There is no formal textbook for this course.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 The teacher will provide all materials and handouts. Students
will be expected to buy a A4 size clear pocket file (at least 30
pockets)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction and Welcome

2. Personal Biography

3. Presentation: Life Stories

4. Travel Plans and Advice

5. Presentation : Foreign Country Advice

6. Instructions and Descriptions
 
7. Presentation: International Cuisine

8. Culture and Manners

9. Role play activity: Cultural Norms

10. International Business and Brands

11. Group Presentation: TV Commercials

12. Discussing and Debating News Stories

13. Presentation: International Issues

14. Role play activity: The English Interview

15. Final Test, Feedback and Review
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オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience and understand how to explain their ideas in
detail.(知識・理解)

Students will gain the ability to speak in front of others.(技能)

Students will be taught to understand the differences of Japanese
versus native English speaking styles. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units. Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1 (2nd edition)
[Author(s)]Steven Gershon
[Publisher]Cambridge University Press
[ISBN]　978-1107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Understanding Presentations
2. Interviewing
3. Interviewing (continued)/Describing places
4. Describing places (continued) / Presentation preparation
5. Presentations
6. Describing things
7.  Describing things (continued) / Presentation preparation
8.  Presentation
9.  Memories
10. Memories (continued) / Presentation preparation
11. Presentations
12. Process explanation
13. Process explanation (continued) / Presentation preparation
14. Final presentation preparation
15. Final presentation
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ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on recognition of written and spoken
forms, and on explaining and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight: High-Beginner (3rd edition)
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-029-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 0. Looking over the course. Homework:
textbook and vocabulary study.
3. Unit 1. Quiz 1. Talking about likes and dislikes.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2. Quiz 2. Fluency with money and prices.
Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 3. Quiz 3. Describing your family.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 4. Quiz 4. Talking about things you did.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 5. Quiz 5. Describing occupations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 0 to 5). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 6. Quiz 6. Describing your daily routine.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 7. Quiz 7. Describing occupations.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 8. Quiz 8. Talking about school subjects.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 9. Quiz 9. Giving instructions.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 10. Quiz 10. Describing current actions.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 11. Talking about the future.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 6 to 11).
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コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.
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ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in speaking and
writing. Students have to participate in class and group activities. If
students do not participate, it will not only be unfair on others, but it
will be very difficult for you to pass the course.
After each unit of the textbook is completed, the following week there
will be a quiz at the beginning of the class. The scores from the
quizzes will be a component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have discussed in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will actively engage in English learning to improve skills
in communication and comprehension. (skills)(技能)

2. Students will be able to maintain a conversation for a given period
of time. (skills)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes/Homework: 25%
In class conversation/Presentation: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Firsthand 2, 5th Edition
[Author(s)] Marc Helgesen / Steven Brown
[Publisher] Pearson
[ISBN] 978-9813130234
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday, period #2 (10:40 -
12:10)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment. Vocabulary for Topic 1
2. Topic 1: Vocabulary quiz. Introductions/talking about interests
3. Topic 1: Part 2
4. Quiz: Topic 1. Topic 2: Expressing feelings/emotions
5. Topic 2: Part 2
6. Conversation 1
7. Quiz: Topic 2. Topic 3: sharing opinions
8. Topic 3: Part 2
9. Quiz: Topic 3. Topic 4: Talking about events
10. Topic 4 Part 2
11. Quiz: Topic 4. Topic 5: Making plans
12. Topic 5: Part 2
13. Quiz Topic 5. Presentation
14. Review Topics 1 to 5
15. Exam in class
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マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will do listening and speaking activities to
improve their communication skills. Students will do many speaking
activities with their classmates in class. Students will have homework
at the end of each unit. Homework will include answering questions
and preparing a short talk to give in the next class. Students will give
their talks in week 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14. There will be 2
quizzes in the course and one final test. The first quiz will be in week
6, the second quiz in week 11, and the final test will be in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will be able to speak more smoothly.(技能)

2.　Students will be able to ask and answer questions about simple
topics.(技能)

3.　Students will understand short conversations.(知識・理解)

4.　Students will become more confident speaking about simple
topics.(態度・志向性)

5. Students will actively participate in speaking activities. (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on answering questions about the topic in the unit. (30 min) Students
must also prepare a short talk about the topic. (90 min) Students
should review the homework and content of the textbook before the
quizzes and final test. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening and writing activities in class: 30%
　(到達目標1, 2 ,3 , 4, 5)
Homework: 20% 　(到達目標 1, 2, 4, 5)
Quizzes: 20%　(到達目標 2)
Final Test: 30% 　(到達目標 2)

Students will lose participation points for being absent or late.
Students will lose participation points for not completing in-class
work.
Students will lose points if they are absent for quizzes and the final
test without an excused absence.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Out Front 6th Edition
[Author(s)]　Robert Diem & Roberto Rabbini
[Publisher]　English Education Press
[ISBN]　9784865390339
[Comments]　￥2,200

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Personal Information    Homework:Questions p.79,
prepare talk
2.Unit 2 Family and home    Homework:Questions p.80, prepare
talk
3.Unit 3 Hobbies and Preferences    Homework:Questions p.81,
prepare talk
4.Unit 4 Times and Dates    Homework:Questions p.82, prepare
talk
5.Review
6.Quiz Units 1-4, Unit 5 Shopping    Homework:Questions p.83,
prepare talk
7.Unit 6 Routines    Homework:Questions p.84, prepare talk
8.Unit 7 Vacation    Homework:Questions p.85, prepare talk
9.Unit 8 Help! I’m lost    Homework:Questions p.86, prepare
talk
10.Review
11.Quiz Units 5-8, Unit 9 Travel    Homework:Questions p.87
prepare talk
12.Unit 11 Eating Out    Homework:Questions p.89, prepare talk
13.Unit 12 Health    Homework:Questions p.90, prepare talk
14.Review
15.Final Test
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ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

During lessons, students will practice speaking and listening in small groups and
also with the teacher. Participation in these activities is necessary to gain the skills
that will be tested on the speaking tests.

There will be six homework assignments. The homework will be from the textbook
and on papers made by the teacher. Homework must first be completed in the
textbook and/or on the paper, and second entered into the class internet homepage
by the night before class. Doing this homework will prepare students for class
activities and for the quizzes. On weeks when there is no homework, students will
need to study for quizzes and speaking tests.

There will be five quizzes (short tests of 10-30 questions). The topics of the
quizzes will be the things studied in class and on the homework.

There will be three speaking tests. For the first one, students will speak in pairs,
practicing mostly questions and answers. For the second one, students will speak
with the teacher to show that they have learned the sentence patterns learned in
class. For the last one, students will talk in groups for 10-20 minutes, using all of
the skills practiced during the semester.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students who actively participate in class will be able to have simple
conversations in English about personal and professional topics. (技能)

2. Students will get more vocabulary and grammar knowledge, and improve their
ability to use the knowledge they have for actual communication.(知識・理解)

3. Students will learn strategies to successfully communicate even in difficult
situations with people from around the world.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not accepted).
In weeks where there is no homework, students need to review the textbook and
class activities to study for quizzes and speaking tests. This homework and review
will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

1. Quizzes: 20% (到達目標2)
2. Homework: 20% (到達目標2)
3. Speaking test 1: 15% (到達目標1 & 2)
4. Speaking test 2: 15% (到達目標1 & 2)
5. Speaking test 3: 30% (到達目標3)

Note: final scores may be increased or decreased by up to 10% based on
participation in class activities. (到達目標1, 2, & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Students who are absent without a good reason will get a zero on any test or quiz
given on that day. If a student has an emergency (medical, family problem, etc.) or
if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.), then they
must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If they do, they can
discuss with the teacher about how to make up the thing that they missed.

Students who actively participate in most classes may receive extra points added to
their final grade. Students who are late, who don’t bring their materials, who
sleep, who don't participate in class activities, who use too much Japanese, or who
cause problems in class may lose points from their final grade.

Any student who copies another student on homework, in-class work, or quizzes
will get -5% to their final class grade each time they copy because copying is
cheating. If the person who was copied gave permission to the cheater, that person
will also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Four Corners Level 2B
[Author(s)] Jack C. Richards and David Bohlke
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9781108627726
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Late homework is not accepted except when a student has an
emergency.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus. Homework 1
assigned.
2) "Yes/No Questions." Quiz 1. Homework 1 due (the night
before class). Homework 2 assigned.
3) "WH-Questions." Homework 2 due (the night before class).
4) "WH-Questions." Quiz 2.
5) Speaking Test 1. Homework 3 assigned.
6) Unit 7. Homework 3 due (the night before class).
7) Unit 8.
8) Unit 8.  Quiz 3.
9) Speaking Test 2. Homework 4 assigned.
10) Unit 10. Homework 4 due (the night before class).
11) Unit 11. Quiz 4. Homework 5 assigned.
12) Unit 12. Homework 5 due (the night before class).
13) Unit 12. Quiz 5. Homework 6 assigned.
14) Speaking Test 3 practice. Homework 6 due in class (no
online assignment).
15) Speaking Test 3.

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

Through activities that teach students to pay attention to their own use
of English, this course will develop the conversation strategies needed
for smooth English communication. Students will also learn active
listening skills, vocabulary and common English idioms
(expressions). We will spend a week on each unit that we cover in the
text, with a test in class 8 and a final test in week 15. Each half of the
course will introduce a number of new speaking strategies, with
several covered more than once. Students will be expected to
complete five speaking homework assignments with a partner during
the class, as well as keep a log of new vocabulary which the instructor
will check.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will have a better understanding of the strategies used in
successful English communication. (知識・理解)

2. Students will improve their speaking and listening skills, and
develop their English vocabularies. (技能)

3. The course will help students develop greater confidence in English
conversation. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min-1 hour) Also, they should prepare for
the next unit in the textbook by checking the Spotlight on Vocabulary
section for any unknown words. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
Speaking Homework: 20% (goals 1, 2)
Vocabulary Log: 10% (goal 2)
Test: 20% (goals 1, 2)
Final Test: 20% (goals 1, 2)
Self-Check: 10% (goals 1-3)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communication Spotlight: Pre-Intermediate
[Author(s)]Graham-Marr
[Publisher]Abax
[ISBN]9781785470301
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in.  Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The instructor's office hour is Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2: The English classroom
3: Describing and talking about people (Homework: Speaking
Homework 1)
4: Describing daily routines
5: Describing objects
6: Talking about future plans (Homework: Speaking Homework
2)
7: Describing occupations (Homework: Study for test)
8: Test
9: Talking about money and prices (Homework: Speaking
Homework 3)
10: Story telling
11: Describing school schedules (Homework: Speaking
Homework 4)
12: Describing cities
13: Talking about things you did (Homework: Speaking
Homework 5)
14: Giving directions (Homework: Self-Check and study for test)
15: Final Test
In addition, students should do the “At Home” listening and
review vocabulary after each unit.
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キンスラー，キース

◎－－－　概要　－－－◎

The course combines speaking and writing. Students will be required
to write simple sentences which reflect actual situational English,
thereby improving conversational ability. The basic concept of the
course is the logical development and presentation of ideas from the
written form to the spoken. Small group and pair practice will be
used.
　会話・作文の力を付けるコース。英会話表現にも応用できる
簡単な英文を作成し、英作文・英会話両方の力を伸ばす。書く
ことから話すことへ、考えを発展させ、発表していく力を付け
る。講義は小グループ活動・ペアワーク活動で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の文化や考え方を理解し、グローバルな発想ができるよ
うになる。(知識・理解)

To answer and to ask questions about topics and situations.(技能)

日本語ではなく、英語で考えられるようになる。(態度・志向
性)

英語で簡単なコミュニケーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should read and prepare the　handouts provided  in
advance. All handouts must be kept and brought to each class.
Assignments must be finished and submitted by the due date.
予習：授業前に必ず単語を調べておく

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Students must participate satisfactorily in classroom activities. ・この
科目ではクラス活動、授業態度を重視し、積極的で主体的な授
業参加が望まれる。
There is continuous assessment of classroom activities and exercises.
授業活動、練習で継続的に評価を行っていく。

There is NO compulsory examination at the end of the semester.
However there is a final class quiz. 単位取得のための学期末試験
は行わないが、クラス独自の修了試験は行う予定である。

クラス活動 50%
小テスト　 20%
復習試験　 30%
合計　 100%  (単位取得には60% が必要です)

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
Printed materials will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The language of instruction will be English.　この授業は全て
英語で行われます。
Students are required to bring to each lesson: a notebook (or
paper), a dictionary, and a folder containing ALL printed
materials (handouts).
講義の際、毎回、必ず以下の物を持参すること。
ノート、辞書、配布された全てのプリントがファイルして
あるファイル
Please don't be late.
・遅刻をしないこと。
MOBILE TELEPHONES are not to be used in the classroom at
any time. They must be turned OFF and kept in bags, not in or on
desks.
・教室に入る前に携帯電話のスイッチを切っておくこと。
尚、携帯電話はカバンの中等にしまい、机の上に置かない
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Lesson　1  INTRODUCTION & SYLLABUS-CLASSROOM
ENGLISH

Lesson2  WHAT IS IT? ＋ PARSING（1）
Lesson3  WHO IS IT? ＋ PARSING（2）BR
Lesson4  WHAT COLOR IS IT?-APPEARANCE

Lesson5  WHAT IS IT LIKE?

Lesson6  WHAT TIME IS IT?＋NUMBERS(1)
Lesson7  HOW MUCH IS IT? ＋ NUMBERS(2)Lesson8  HOW
MANY ARE THERE?
Lesson9  HOW HIGH IS IT?
Lesson10 WHICH ONE?

Lesson11 WHERE IS IT?-DIRECTIONS

Lesson12 IS THERE A POST OFFICE 　　　　　　　　
NEAR HERE?

Lesson13 WHO DID IT?

Lesson14 WHY IS IT SO? QUIZ.
Lesson15 Review＋Finl Exam
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ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on recognition of written and spoken
forms, and on explaining and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight: High-Beginner (3rd edition)
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-029-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 0. Looking over the course. Homework:
textbook and vocabulary study.
3. Unit 1. Quiz 1. Talking about likes and dislikes.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2. Quiz 2. Fluency with money and prices.
Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 3. Quiz 3. Describing your family.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 4. Quiz 4. Talking about things you did.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 5. Quiz 5. Describing occupations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 0 to 5). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 6. Quiz 6. Describing your daily routine.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 7. Quiz 7. Describing occupations.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 8. Quiz 8. Talking about school subjects.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 9. Quiz 9. Giving instructions.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 10. Quiz 10. Describing current actions.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 11. Talking about the future.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 6 to 11).
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クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is an interactive English class. Group activities to improve your
speaking and listening skills will include:
Reading aloud and listening for comprehension
Writing and performing dialogues

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to listen to and comprehend natural speed
English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

A short test will be given each week. Students must review the lesson
content after each class for 5 minutes each day and must spend two
hours outside of class on course content review.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Group activities (be on time, bring the textbook, bring your student
ID, don't sleep or play with your keitai!) 80%
Homework (10 x 2%) 20%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
You should treat each class with the same importance as an exam.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course.

Group activities are 80% of your final grade and punctuality and
preparation is important: students who arrive late, or without their
student ID, will be treated as absent. Missing the beginning of each
class means not understanding what has happened in the previous
week and not understanding the goals for that particular class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Survival Guide
[Author(s)] Yoshihiro Kubo
[Publisher] Eihosha
[ISBN]4-269-14048-8
[Comments] 1900 yen
金修堂書店　福大前書店　tel 092 861 5706
honten@kinshudo.co.jp

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

It is very important that you attend EVERY class.
If you must be absent, please email me _before_ class. It is also
very important that you complete the HOMEWORK _before_
class.

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small group activities, and ask questions
when anything is unclear.
You must have a NEW copy of the textbook.
You must bring your NEW copy of the textbook to EVERY
class.
If you do not have the textbook, you will be marked as absent.
You must bring the textbook to the FIRST class.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course introduction
2 Unit 1 Functions
3 Unit 1 Quiz
4 Unit 2 Self introductions
5 Unit 2 Quiz
6 Unit 3 Functions
7 Unit 3 Quiz
8 Mid-course review
9 Unit 4 Invitations
10 Unit 4 Invitations
11 Unit 5 Essay structure
12 Unit 5 Quiz
13 Unit 6 Presentation
14 Unit 6 Quiz
15 Course review
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ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop fluency with English expressions and patterns
of use that are important for everyday communication.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight Pre-Intermediate
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 9781785470301
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Unit 0. Looking over the course.
3. Unit 1. Describing schedules.
4. Unit 2. Describing daily routines.
5. Unit 3. Describing objects.
6. Unit 4. Talking about people.
7. Unit 5. Describing location.
8. Unit 6. Numbers, prices, and money.
9. Unit 7. Vacation plans.
10. Unit 8. Talking about weekend activities.
11. Unit 9. Giving directions.
12. Unit 10. Describing towns and cities.
13. Unit 11. Telling stories.
14. Review and practice test.
15. Review test (35%).
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ハウ，スティーブン　マーク

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, you will improve your spoken communication skills
through active conversation practice. You will practise giving
opinions and discussing points of view. In the writing part, you will
learn how to make your argument, discuss good and bad points,
summarize and draw conclusions. As well as your textbook, you
should also increase your exposure to English outside the classroom
by watching English-language TV and movies, listening to English-
language radio, and reading English books, newspapers, magazines
and websites. This will help you improve your comprehension skills
and expand your vocabulary.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) You will develop your skills in interacting in English(技能)

(2) You will increase your knowledge and understanding of English
language and culture(知識・理解)

(3) You will be able to communicate with greater confidence in
English(技能)

(4) You will have a positive attitude and strong motivation to continue
learning(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You will sometimes be given assignments for class and homework.
This will take you about 1.5 hours each week. You should read
through the next unit before each class. This will take you about 30
minutes each week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Active participation in class (50%) (1 技能), (3 技能)
Assignments (25%) (2 知識・理解), (3 技能)
Class tests (10%) (2 知識・理解), (4 態度・志向性)
End-of-term test (15%) (2 知識・理解), (4 態度・志向性)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] The English Course - Speaking Book One, First edition
[Author(s)] IRELAND, Gary; MURPHY, Kevin;
WOOLLERTON, Max
[Publisher] The English Company
[ISBN] 9784990296223
[Comments] ¥2600

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Introductions
3. Starting conversations, assignment (5%, due next class)
4. Developing conversations
5. Test (5%)
6. Making invitations and suggestions, assignment (5%, due next
class)
7. Review
8. Class choice
9. Likes, dislikes and feelings, assignment (5%, due next class)
10. Test (5%)
11. Requests, assignment (5%, due next class)
12. Opinions
13. Advice, assignment (5%, due next class)
14. Review
15. End-of-term test (15%)
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ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に
答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりませ
ん。宿題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをした
り、会話テストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(知識・理解)

日常のスピーキング(知識・理解)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキスト
の部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題
と、ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ
毎週、小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼン
テーションか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授
業外での準備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
10%   プレゼンテーション１（4週目）　
10%   会話テスト１ （8週目）　
20%   プレゼンテーション２　（11週目）
20%   会話テスト２ （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question が
あります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、より長
い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書くた
めのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 1A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620359
[Comments] オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してください。
しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質問をし
たりプレゼンテーションをしているときには聞きましょう。ちゃん
と参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるような学生は、減
点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてください。
遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テストを
受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テストを受け
損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大幅
に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダウ
ンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class writing. 宿
題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終わ
らせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1 の練
習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わら
せ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ランダ
ム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3 Self-
Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿題:
Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を終
わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus. プレ
ゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る. 宿
題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わらせる.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わら
せる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション2 の
練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-Study
& Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 -  小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study &
Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellt3.blogspot.com)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

正宗　聡

◎－－－　概要　－－－◎

　各種の英語資格検定のうち、社会的ニーズの高いとされてい
る TOEIC試験を扱った教材をもとに、もしこの試験を受けるこ
とがあれば、少しでも役立つようなことをお伝えする授業で
す。この授業において、リスニング力、リーディング力をト
レーニングしたいと思います。この二つの能力を支える英語の
基礎力も、みなさんの今の状態よりも向上するように、こちら
も努めます。なお、１回の授業、90分の中で、教材から発展す
るような形で、英語圏の動画による英語の聞き取り、読み取り
なども行いたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のリスニング力が現在よりも向上すること(技能)

英語のリーディング力が現在よりも向上すること（内容把握時
間のスピードアップ）(技能)

英語の基本構造に関する理解を深めること(知識・理解)

英語圏で作られた映像を鑑賞し、異文化を理解すること。(知
識・理解)

積極的に授業に参加すること（宿題、ペア練習等）(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

宿題は毎回、課しますし、その答え合わせを次の授業の初めに
行います。あいている時間をうまく活用して（お昼からの授業
だったら、昼休み早めに教室に来てやるなど）、取り組んでく
ださい。授業中、配るプリントにやるべき宿題を用意していま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記、各到達目標の達成度を評価すべく、基本的には以下の通
りです。

①授業中の作業30パーセント、②定期試験70パーセントです。

授業の進行具合によってはこの割合は多少、変更する場合もあ
ります。その際は、授業にてしっかりとお伝えします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] トピックでめざせ! TOEIC Listening and Reading Test
550 へ"ステップアップ"
[Author] Shogo Mitsutomi ほか
[Publisher]　英宝社
[ISBN] 978-4269660502

◎－－－　参考書　－－－◎

授業が始まってから、必要が生じたときには授業中に紹介
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・予習（復習）をしっかり行って、辞書を毎回、必ず持参
してください（電子辞書でも構いません）。
・教科書の音声教材は、各自ダウンロードできる形式に
なっています。
・携帯、スマートフォン等、授業中は完全にオフにしてく
ださい。そして何よりも「無駄な」私語を慎んでくださ
い。一生懸命に授業を受けている受講生のかたに迷惑を絶
対にかけてはいけません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書に沿って、以下のように毎回１章のペースで進めた
いと思います。以下、「トピック、テーマ（扱う文法項
目）」の順に記します。

第1回　イントロダクション、日常生活（基本時制）
第2回　買い物（進行形と完了形）
第3回　旅行（助動詞）
第4回　ホテル（受動態）
第5回　レストラン（動名詞と不定詞）
第6回　映画（分詞と分詞構文）
第7回　さまざまなイベント（冠詞と名詞）
第8回　健康（代名詞と限定詞）
第9回　運動とダイエット（関係詞節）
第10回　ビジネス１（形容詞と副詞）
第11回　ビジネス２（比較香文）
第12回　ビジネス３（接続詞と前置詞）
第13回　ビジネス４（仮定法）
第14回　スポーツ（頻出熟語）
第15回　総まとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to get fully prepared for all
kinds of English tests, such as IELTS, TOEIC, etc. There are fifteen
sets of practices, with each one focusing on a different topic for
listening practice, grammar practice, and reading practice as well.
Homework will be given at the end of each class. A short test will be
given every four weeks, so students must review course content after
each lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn necessary skills and strategies for English tests.
(技能)

2. Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner.(態度・志向性)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand
current world issues.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標2)
Presentations (2 times): 25% (到達目標1, 2)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 3)
Final listening test: 15% (到達目標3)
written report: 5% (到達目標1, 2)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] The high road to the TOEIC listening and reading test
[Author(s)] Koji Hayakawa/ Naoyuki Bamba/ Nobuko Nakamura/ Ken Suzuki
[Publisher] Kinseido
[ISBN]978-4-7647-4045-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Every four weeks, before the class starts, students will have a test related to the
content of the previous classes.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for
the next week. Finish homework carefully, because the score of homework is
related to the final score.

Students must come to class during test weeks, because the score of tests will be
calculated into the final score.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction

Week 2
Unit 1 Travel/ Homework: question 1̃7 on page 19

Week 3
Presentation: Travel/ Unit 2 Dining / Homework: question 8̃10 on page 25

Week 4
Presentation: Media/ Unit 3 Media/ Homework: question 1̃3 on page 35

Week 5
Presentation: Entertainment/ Unit 4 Entertainment/ Homework: question 8̃10 on
page 47

Week 6
Test 1 [Unit 1̃4]/ Unit 5 Purchasing

Week 7
Presentation: CLient/ Unit 6 Client/ Homework: print practice

Week 8
Unit 7 Recruiting

Week 9
Presentation: Personnel/ Unit 8: Personnel/ Homework: question 2̃27 on page
81

Week 10
Print practice

Week 11
Presentation: Meetings/ Unit 10 Meetings/ Homework: question 4̃7 on page 102

Week 12
Presentation: Finance/ Unit 11 Finance

Week 13
Test 2 (Unit 6, 7, 8, 10 and 11)/ Unit 13 Daily life

Week 14
Unit 14 Sales & Marketing

Week 15
Final presentation/ final listening test/ written report collection
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
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コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、英語資格試験のうちTOEIC対策用の教材（400点
レベル）を使用し、実践的に問題を解いていくことでテスト構
成や形式に慣れるトレーニングを行います。言語の４技能は相
互に関連しているため、ListeningとReading能力はSpeakingと
Writingというアウトプット能力を磨くことで更に上達すると言
われています。
よって授業では、TOEICの試験対策だけでなく総合的な英語運
用力を養うことを目的とし、オンライン上利用可能なリーディ
ングおよびリスニング素材をふんだんに使用します。また、ペ
アやグループワークによる協働作業を多く取り入れ、適宜、発
表等のプロジェクトを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習  指定箇所（文章の一読、知らない単語の推測・辞書での
確認等)（30min)
復習 レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの学
習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%　（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30%  （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R) TEST INTRO
/ 2nd Edition
[Author(s)] Mark D. Stafford
[Publisher] Kirihara Shoten
[ISBN] 978-4-342-55261-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ずウェブサイト上で確認の
上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1 Daily Life (Listening parts)
3: Unit 2 Places   (Reading parts)
4: Unit 3 People (Listening parts)
5: Unit 4 Travel  (Reading parts)
6: Unit 5 Business (Listening parts)
7: Review (U1-5) + Project 1
8: Unit 6 Office  (Reading parts)
9: Unit 7 Technology (Listening parts)
10: Unit 8 Personnel  (Reading parts)
11: Unit 9 Management (Listening parts)
12: Unit 10 Purchasing  (Reading parts)
13: Unit 11 Finances (Listening parts)
14: Review (U6-10) + Project 2
15: Overall review of the semester & term test
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河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICのスコアアップを目標に、グローバル社
会で必要とされる実用的かつ総合的な英語能力を養成します。
TOEIC® Listening & Readingテストに頻出するジャンル別に頻
出の語句や問題をこなすことができるテキストを使用します。
TOEICテスト受験のテクニックだけではなく、毎授業において
行う小テスト、ディクテーションや文法知識の確認を通して、
語彙力や文法力を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC形式の問題を繰り返すことで問題形式に慣れる(技能)

TOEICの頻出語句や文法事項を習得することができる(知識・
理解)

学んだ英語の表現を日常生活において使用できるようになる
(技能)

聞き取りを通して、内容のポイントを抑えることができるよう
になる(技能)

課題に取り組むことはもちろん、授業外においても、積極的に
英語に触れるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング問題には毎日触れるようにして
ください。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
小テスト20％（計10回）
リスニングテスト10%
定期試験40％
※定期試験を受験しなかった場合は、その他の評価の如何にか
かわらず、科目を放棄したことになるので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC® L&R TEST Pre-
Intermediate
[Author(s)]溝口優美子　柳田真知子
[Publisher]金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4089-1
[Comments]テキスト価格￥2,000+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 Travel（旅行に関する語句、名詞）
3. Unit 2 Dining Out (食事に関する語句、形容詞)
4. Unit 3 Media (メディアに関する語句、副詞)
5. Unit 4 Entertainment (エンターテインメントに関する語
句、時制)
6. Unit 5 Purchasing (買い物に関する語句、主語と動詞の一
致)
7. Unit 6 Clients (顧客との取引に関する語句、能動態・受動
態)
8. Unit 7 Recruiting (求人・採用に関する語句、動名詞・不
定詞)
9. Unit 8 Personnel (人事に関する語句、代名詞)
10. Unit 9 Advertising (広告・宣伝に関する語句、比較)
11. Unit 10 Meetings (会議に関する語句、前置詞)
12. Unit 11 Finance (予算、費用に関する語句、接続詞)
13. Unit 12 Offices (オフィスに関する語句、前置詞と接続
詞の違い)
14. Unit 13 Daily Life (日常生活に関する語句、関係代名
詞)、リスニングテスト
15. 総括
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桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストのスコアアップのための語彙力強化やリスニング
とリーディング練習を通して、ビジネスやグローバル社会で必
須の英語運用能力を身につけます。国際ビジネスに関連した
Emailやレター、社内文書ややり取り、旅程等を教材として学
習し、英文法を復習しながら実践的なコミュニケーション能力
を養います。受け身な学習に偏らないように、ペアやグループ
での協働学習をとおして英語２技能の向上に取り組みます。英
語特有の発音やイントネーション、音の変化や強弱のリズムの
特徴を学び、ソロやペアで何度も音読練習していきます。ま
た、生の英語のスピードや発音に触れるため、オンラインで動
画（英語）を視聴し、自律的学習へとつなげます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ビジネスに関する英文や対話文を聞き、大意や必要な情報を把
握できるスキルの向上。(技能)

ビジネスに関する英文を読み、要点や大切な情報を的確に理解
できるスキルの向上。(技能)

TOEIC頻出の語彙力を伸ばす。(知識・理解)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットにあるBrush up とExerciseを解いてくる。(45
分)

復習：既習ユニットの間違ったところを確認し、英文を再聴
し、音読する。単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極性な
ど）４０％
* 課題１０％
* テスト２回：２５％＋２５％＝５０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）
により、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をと
ります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Mastery Drills for the TOEIC L&R Test
[Author]　Koji Hayakawa
[Publisher]　桐原書店
[ISBN]　 978-4-342-55015-7
[Comments]　1700円（＋税）初回授業時に持参

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 教科書を購入して、第一回目の授業時から持参して下さ
い。
* 毎回遅れずに出席し授業に参加すること。出席しても授
業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がります。
授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表、
テスト等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場
合があります。
* 自発的な発言や質問、発表などの積極性が大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：シラバス、授業の進め方、英
語学習方法等についての説明、自己紹介（英語）
2. Unit 1.人物の動作と状態Part 1、表・用紙Part 7
3. Unit 2. 疑問詞を使った疑問文Part 2、広告Part 7
4. Unit 3. 日常場面での会話Part 3、品詞Part 5
5. Review & Online English learning 1
6. Unit 4.アナウンス・ツアーPart 4、動詞Part 5
7. Unit 5.物の状態と位置Part 1、チャットPart 7
8. Test 1 & Review
9. Unit 6.基本構文（依頼/提案・勧誘/申し出）と応答の
決まり文句 Part 2、手紙・EメールPart 7
10. Unit 7.電話での会話 Part 3、代名詞・関係代名詞
Part 5
11. Unit 8.ラジオ放送・宣伝 Part 4、接続詞・前置詞
Part 5
12. Review & Online English learning 2
13. Unit 9.Yes/No疑問文Part 2、ダブルパッセージ（2つ
の文書）Part 7
14. Unit 10.オフィスでの会話① Part 3、Part5の復習 Part
5
15. Test 2 & Review

進行状況により変更になる場合があります。
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

服部　八重

◎－－－　概要　－－－◎

　一年次後期フレッシュマンイングリッシュIIIの検定対策英語では、社
会的ニーズの高いTOEICの取り組みをさらに進めて、実践的トレーニン
グによりスコアアップを目指しつつ、リスニング、リーデイングおよび
英文法のバランスの取れた総合的な英語力をさらに培います。

　授業内容は、テキストブックの各章を順を追って進み、聞き取りの小
テストを回数多く行いながら、実際の検定試験受験に役立てます。問題
に取り組むことと並行して、その時のトピックやテーマに沿ったスピー
チやトーク、対話、ダイアローグ等の口頭での表現を頻繁に行い、その
準備として書く表現を宿題としますので、英語の4技能を伸ばせます。

　学習方法としては、予習を必ず行い、授業時の小テストで聞き取りに
集中し、さらにクラスでの対話やチームの会話、スピーチやトーク等の
口頭発表ができるよう、宿題の英作文やドラフトをよく準備してきま
す。

　遅刻や欠席が無いように、毎回の授業にポジティブに参加しましょ
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活に役立つ英語、平易なビジネス英語をより詳しく習得できます
(知識・理解)

聞き取りの訓練と、リーデイング部の取り組みによる読解力が身につき
ます(知識・理解)

実際のTOEIC受験に際し、よい準備とより良いスコアが習得できます
(技能)

会話やトークの聞き取り、スクリプトの読み取りやシャドウイング、
チームによる会話訓練や会話のシナリオ作成と活用により、英語の会話
力やプレゼンテーションでの発信力に繋がる口頭表現力が養われます
(技能)

クラス内での切磋琢磨により、優秀な学生から好影響を受けて啓発さ
れ、自身のスピーチ等の表現が向上し、自分自身の表現がより豊かにな
ります(態度・志向性)

聞き取りの小テストや毎回の発表で、さらに上を目指し努力するための
恒常的な勉強の習慣や態度が培われ、よりアカデミックな学びへと関心
が深まります(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

（１）ダウンロードによる聞き取りの自習　20分×　三回以上　（本当
は毎日　　　行い耳を慣らすことがが望ましい）

（２）次回授業の箇所テキストの予習（聞き取りや辞書での確認等を含
む）　　　　（60分）

（３）宿題としての「書く表現」に関して、落ち着いて、きちんと書く
取り組　　　みをする（30分）

　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
　
　定期試験　50％（テキストのリーデイング部からの出題等）

　リスニング試験　40％（小テストによる毎回の積み重ねが中心）

　平常点　　10％（平常のクラス活動、宿題、発表や受講態度等）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Essential Approach for the TOEIC L&R Test, Revised
Edition
[Author(s)]　Osuka，Tsukano, Yamamoto　and　Benthuysen
[Publisher]　Seibido ( 成美堂　）
[ISBN]　978－4－7919－7189－3
[Comments]　￥2000　＋　tax

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　履修規定に従って、履修期間内に慎重に、スムーズに登
録してください。履修決定後は、早めのテキスト購入によ
り、サッと目を通し、全体を把握してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方他の説明と学生による英語の自己紹介、
他己紹介

 2. Unit 1 Arts & Amusement
 3. Unit 2 Lunch & Parties
 4. Unit 3 Medicine & Health
 5.  Unit 4 Traffic & Travel
 6.  Unit 5 Ordering & Shipping
 7.  Unit 6 Fctories & Production
 8.  Unit 7 Research & Development
 9.  Unit 8 Computers & Technology
10.  Unit 9 Employment & Promotions
11.　Unit 10 Advertisements & 　　　　　　　　　　　
Personnel
12. Unit 11 Telephone & Messages
13. Unit 12 Banking & Finance
14. Unit 13 Office Work & Equipment
15. Unit 14 Housing & Proerties
    Unit 15 Business & Management
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山崎　美穂子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、英語によるコミュニケーション能力を総合的に
評価するTOEIC Listening and Reading Testの受験対策のためのテ
キストを用いて、英語のリスニング力、文法力、読解力を養い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出する語彙・表現を身につける。(知識・理解)

②ビジネスや日常での会話、トークに慣れ、リスニング能力を
伸ばす。(技能)

③英語の文章を速く、正確に読解するスキルを伸ばす。(技能)

④積極的に問題に取り組み、自律した学習態度を身につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で学習するUnitのVocablaryは前もって記入し、
One Point Grammerには事前に目を通しておくこと。また、Part
5およびPart 6は解答しておく(60分)。
復習：学習したUnitのプリントを回答し、問題で間違ったとこ
ろを見直し、小テストに備える(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業態度・参加状況：30％　（到達目標④）
小テスト：25％（到達目標①②③④）
定期試験：45％ （到達目標①③）
欠席が多いと授業態度や参加状況を踏まえての総合的な評価が
できず、単位の取得が困難になる場合があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] First Time Trainer for the TOEIC Test
[Author(s)] Chizuko Tsumatori
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 9784863122932
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず辞書を持参のこと。（電子辞書可)
携帯電話での辞書機能使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Pre-test
3. Unit 1 Shopping
4. Unit 2 Daily Life
5. Unit 3 Transportation
6. Unit 4 Jobs
7. Unit 5 Meals
8. Unit 6 Communication
9. Unit 7 Fun
10. Unit 8 Office Work
11. Unit 9 Meeting
12. Unit 10 Travel
13. Unit 11 Finance
14. Unit 12 Business
15. Post-test



2019-SJ00009604-26フレッシュマン・イングリッシュⅣ「J ESP-15」
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岡裏　浩美

◎－－－　概要　－－－◎

英語によるコミュニケーション能力を測る、TOEIC Listening &
Reading Test対策に特化した授業です。

TOEICテスト頻出のテーマ別に、出題傾向に沿った問題演習や
解説を繰り返すことで、英語の基礎力を高めるとともに、
TOEIC特有の出題スタイルに慣れ、効率よくスコアアップを目
指します。また、コミュニケーション手段としての実用的な英
語力を養成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの全パート（Part1～7)について問題練習を繰り返
し、出題形式に慣れることができる。(技能)

ビジネスや日常のコミュニケーションで必要となる、実用的な
リスニング力や読解力を習得できる。(技能)

TOEICの頻出語句、文法事項の知識を習得できる。(知識・理
解)

課題や単語テストを通じて、自律的かつ積極的に英語学習に取
り組むことが出来る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
毎回、次の授業で扱うUnitのVocabulary Buildingの語彙を調べて
おいて下さい。また、Reading Sectionの、One Point Grammer欄
に目を通し、Training問題を解いておいて下さい。

【復習】
毎回、単語のミニテストを実施する予定です。各Unitで学習し
た重要語句は、必ず復習して覚えましょう。

Listening Sectionについては、授業で配布するScriptをもとに内
容を理解した上で、再度音声を聞き取る練習をして下さい。
Reading Sectionは、重要な文法事項や問題解答のコツを再度学
習し、知識の定着と共にTOEICテストのスコアアップを目指し
ましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習状況（授業や課題への取り組み方、単語ミニテス
ト）：40％
・学習達成度確認テスト：30％
・定期試験：30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] FIRST TIME TRAINER FOR THE TOEIC TEST
[Author(s)] Chizuko Tsumatori, Masumi Tahira
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN] 978-4-86312-293-2
[Comments]2017年発行　1900円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回授業には必ずテキストと辞書を持参して下さい。

他の学生への迷惑行為となる授業中の私語や居眠り、また
は、授業に関係のない行為（携帯電話の使用、他の教科の
予習や復習、飲食など）には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1  授業ガイダンスと新形式TOEICテストの概要
2. Unit 1　Shopping
3. Unit 2　Daily Life
4. Unit 3　Transportation
5. Unit 4　Jobs
6. Unit 5　Meals
7. Unit 6　Communication
8. Unit 7　Fun　
9. Unit 8　Office Work
10.Unit 9　Meeting
11.Unit 10 Travel
12.Unit 11 Finance
13.Unit 12 Business
14.Unit 13 総復習、およびTOEICミニ模試
15.学習達成度確認テスト（リスニング含む）

＊毎回、単語のミニテストを実施します。
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迫　由紀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC形式の練習問題を解きながら、英語基礎学力、特に
ReadingとListeningを身に着けることを目標とする。
TOEICテストの形式と目的を理解し、英語のリスニング、リー
ディングに関して、限られた時間で、速読速解するための解答
力アップのストラテジーを学ぶ。
ユニットごとに決められたテーマに即した問題を解きながら、
実際のTOEIC　L&Rの出題形式に慣れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの形式に慣れ、出題の意図、解法のポイントが理解でき
る。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、速読力
を身につける。(技能)

現代社会、ビジネス社会での生の英語の速度やリズムに慣れ、
聞き取ることができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるように積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次のユニットのリスニング練習と音読練習（30分）ディ
クテーションプリントおよびテキスト問題演習（60分）
復習：同じミスをしないように、なぜできなかったかを理解し
ながら、再度問題を解く。（60分）
授業はあくまで、予習で準備してきた答え合わせ、自分の問題
点、現状把握、の場である。授業だけでテスト対策などできな
いことを理解したうえで、授業時間外の学習にしっかり時間を
かけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

 平素の活動状況（小テスト、授業への積極的な取り組みなど）
50％
 教場試験　50％

 積極的な英語学習取り組み状況と語彙力・速読力・リスニング
力がどれだけ身についているかを成績評価の基準とします。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。
ただし、教場試験にやむを得ず欠席した学生（伝染病の罹患な
ど）に限り、代替措置として追試を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Raising Your Level!For the TOEIC Listening and Reading
Test
[Author(s)]Shogo Mitsutomi (他)
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17851-4
[Comments]￥2268

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わり
に使用することは認めない。
・単語の意味だけでなく、語法、用例の理解が重要なので
紙媒体の辞書を推奨する。（例：コリンズコウビルド英語
辞典、ロングマン英英辞典、5万語程度収録の英和中辞
典）
・TOEICの要求するコミュニケーション能力とは、ことば
の意味だけでなく、社会人としての生活様式、ビジネスマ
ナーといったことばの意図、背景を読み取ることである。
毎回、英語の世界観をイメージできるよう、授業の最初か
ら最後まで集中して臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． Introduction：TOEICについて（1）Listening Sections
２．TOEICについて（2）Reading Sections
3．Unit 2　 Travel（1）Listening Sections
4．Unit 2　 Travel（2）Reading Sections
5．Unit 3   Hotels（1）Listening Sections
6．Unit 3   Hotels（2）Reading Sections
7．Unit 4   Dining（1）Listening Sections
8．Unit 4   Dining（2）Reading Sections
9．Unit 5   Sports and Hobbies（1）Listening Sections
10．Unit 5   Sports and Hobbies（2）Reading Sections
11． Unit 6   Phone Calls and Emails（1）Listening Sections
12． Unit 6   Phone Calls and Emails（2）Reading Sections
13．Unit 7   Health（1）Listening Sections
14．Unit 7   Health（2）Reading Sections
15. まとめと教場試験
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コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.
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ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in speaking and
writing. Students have to participate in class and group activities. If
students do not participate, it will not only be unfair on others, but it
will be very difficult for you to pass the course.
After each unit of the textbook is completed, the following week there
will be a quiz at the beginning of the class. The scores from the
quizzes will be a component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have discussed in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will actively engage in English learning to improve skills
in communication and comprehension. (skills)(技能)

2. Students will be able to maintain a conversation for a given period
of time. (skills)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes/Homework: 25%
In class conversation/Presentation: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Firsthand 2, 5th Edition
[Author(s)] Marc Helgesen / Steven Brown
[Publisher] Pearson
[ISBN] 978-9813130234
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday, period #2 (10:40 -
12:10)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment. Vocabulary for Topic 1
2. Topic 1: Vocabulary quiz. Introductions/talking about interests
3. Topic 1: Part 2
4. Quiz: Topic 1. Topic 2: Expressing feelings/emotions
5. Topic 2: Part 2
6. Conversation 1
7. Quiz: Topic 2. Topic 3: sharing opinions
8. Topic 3: Part 2
9. Quiz: Topic 3. Topic 4: Talking about events
10. Topic 4 Part 2
11. Quiz: Topic 4. Topic 5: Making plans
12. Topic 5: Part 2
13. Quiz Topic 5. Presentation
14. Review Topics 1 to 5
15. Exam in class
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ケイトン，トマス　Ｈ

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop the skills of English speaking and
listening. Students will be given a lot of practice of using English by
describing everyday situations and experiences. Students will develop
greater ability and confidence to communicate in English when both
traveling abroad and living here in Japan. There is a strong emphasis
on pronunciation and students will be strongly encouraged to give
their opinions on a variety of subjects through a series of informal
individual and group presentations.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to have simple and natural English conversations
about many topics.(知識・理解)

Students will be able to make short formal presentations in front of
the class on a variety of interesting and useful topics.(技能)

Students will be able to take part in discussions, talk about themselves
and give their opinions in a natural way.(技能)

By the end of the course all students should have developed into more
motivated and active learners of English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Before most classes a small amount of preparation homework will be
required.This will include collecting and organizing materials for
presentations and previewing materials for the next topic.The
homework will take between 20 to 30 minutes per class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Class evaluation will be based on participation (40%), presentation
preparation and performance (40%), and a final test (20%).

Students should actively participate in all lessons. To get a good
participation score students have to cooperate in both pair work and
individual work. Credit will also be given for good presentation
preparation and presentation performance.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

There is no formal text book for this course.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The teacher will provide all materials and handouts.  Students
will be expected to buy a A4 size clear pocket file (at least 30
pockets)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction and Welcome

2. Personal Biography

3. Presentation: Life Stories

4. Travel Plans and Advice

5. Presentation : Foreign Country Advice

6. Instructions and Descriptions
 
7. Presentation: International Cuisine

8. Culture and Manners

9. Role play activity: Cultural Norms

10. International Business and Brands

11. Group Presentation: TV Commercials

12. Discussing and Debating News Stories

13. Presentation: International Issues

14. Role play activity: The English Interview

15. Final test, Feedback and Review
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience and understand how to explain their ideas in
detail.(知識・理解)

Students will gain the ability to speak in front of others.(技能)

Students will be taught to understand the differences of Japanese
versus native English speaking styles. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units. Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1 (2nd edition)
[Author(s)]Steven Gershon
[Publisher]Cambridge University Press
[ISBN]　978-1107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Understanding Presentations
2. Interviewing
3. Interviewing (continued)/Describing places
4. Describing places (continued) / Presentation preparation
5. Presentations
6. Describing things
7.  Describing things (continued) / Presentation preparation
8.  Presentation
9.  Memories
10. Memories (continued) / Presentation preparation
11. Presentations
12. Process explanation
13. Process explanation (continued) / Presentation preparation
14. Final presentation preparation
15. Final presentation
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ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on recognition of written and spoken
forms, and on explaining and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight: High-Beginner (3rd edition)
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-029-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 0. Looking over the course. Homework:
textbook and vocabulary study.
3. Unit 1. Quiz 1. Talking about likes and dislikes.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2. Quiz 2. Fluency with money and prices.
Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 3. Quiz 3. Describing your family.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 4. Quiz 4. Talking about things you did.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 5. Quiz 5. Describing occupations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 0 to 5). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 6. Quiz 6. Describing your daily routine.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 7. Quiz 7. Describing occupations.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 8. Quiz 8. Talking about school subjects.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 9. Quiz 9. Giving instructions.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 10. Quiz 10. Describing current actions.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 11. Talking about the future.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 6 to 11).
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ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop fluency with English expressions and patterns
of use that are important for everyday communication.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight Pre-Intermediate
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 9781785470301
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Unit 0. Looking over the course.
3. Unit 1. Describing schedules.
4. Unit 2. Describing daily routines.
5. Unit 3. Describing objects.
6. Unit 4. Talking about people.
7. Unit 5. Describing location.
8. Unit 6. Numbers, prices, and money.
9. Unit 7. Vacation plans.
10. Unit 8. Talking about weekend activities.
11. Unit 9. Giving directions.
12. Unit 10. Describing towns and cities.
13. Unit 11. Telling stories.
14. Review and practice test.
15. Review test (35%).
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ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

During lessons, students will practice speaking and listening in small groups and
also with the teacher. Participation in these activities is necessary to gain the skills
that will be tested on the speaking tests.

There will be six homework assignments. The homework will be from the textbook
and on papers made by the teacher. Homework must first be completed in the
textbook and/or on the paper, and second entered into the class internet homepage
by the night before class. Doing this homework will prepare students for class
activities and for the quizzes. On weeks when there is no homework, students will
need to study for quizzes and speaking tests.

There will be five quizzes (short tests of 10-30 questions). The topics of the
quizzes will be the things studied in class and on the homework.

There will be three speaking tests. For the first one, students will speak in pairs,
practicing mostly questions and answers. For the second one, students will speak
with the teacher to show that they have learned the sentence patterns learned in
class. For the last one, students will talk in groups for 10-20 minutes, using all of
the skills practiced during the semester.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students who actively participate in class will be able to have simple
conversations in English about personal and professional topics. (技能)

2. Students will get more vocabulary and grammar knowledge, and improve their
ability to use the knowledge they have for actual communication.(知識・理解)

3. Students will learn strategies to successfully communicate even in difficult
situations with people from around the world.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not accepted).
In weeks where there is no homework, students need to review the textbook and
class activities to study for quizzes and speaking tests. This homework and review
will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

1. Quizzes: 20% (到達目標2)
2. Homework: 20% (到達目標2)
3. Speaking test 1: 15% (到達目標1 & 2)
4. Speaking test 2: 15% (到達目標1 & 2)
5. Speaking test 3: 30% (到達目標3)

Note: final scores may be increased or decreased by up to 10% based on
participation in class activities. (到達目標1, 2, & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Students who are absent without a good reason will get a zero on any test or quiz
given on that day. If a student has an emergency (medical, family problem, etc.) or
if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.), then they
must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If they do, they can
discuss with the teacher about how to make up the thing that they missed.

Students who actively participate in most classes may receive extra points added to
their final grade. Students who are late, who don’t bring their materials, who
sleep, who don't participate in class activities, who use too much Japanese, or who
cause problems in class may lose points from their final grade.

Any student who copies another student on homework, in-class work, or quizzes
will get -5% to their final class grade each time they copy because copying is
cheating. If the person who was copied gave permission to the cheater, that person
will also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Four Corners Level 2B
[Author(s)] Jack C. Richards and David Bohlke
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9781108627726
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Late homework is not accepted except when a student has an
emergency.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus. Homework 1
assigned.
2) "Yes/No Questions." Quiz 1. Homework 1 due (the night
before class). Homework 2 assigned.
3) "WH-Questions." Homework 2 due (the night before class).
4) "WH-Questions." Quiz 2.
5) Speaking Test 1. Homework 3 assigned.
6) Unit 7. Homework 3 due (the night before class).
7) Unit 8.
8) Unit 8.  Quiz 3.
9) Speaking Test 2. Homework 4 assigned.
10) Unit 10. Homework 4 due (the night before class).
11) Unit 11. Quiz 4. Homework 5 assigned.
12) Unit 12. Homework 5 due (the night before class).
13) Unit 12. Quiz 5. Homework 6 assigned.
14) Speaking Test 3 practice. Homework 6 due in class (no
online assignment).
15) Speaking Test 3.

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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キンスラー，キース

◎－－－　概要　－－－◎

The course combines speaking and writing. Students will be required
to write simple sentences which reflect actual situational English,
thereby improving conversational ability. The basic concept of the
course is the logical development and presentation of ideas from the
written form to the spoken. Small group and pair practice will be
used.
　会話・作文の力を付けるコース。英会話表現にも応用できる
簡単な英文を作成し、英作文・英会話両方の力を伸ばす。書く
ことから話すことへ、考えを発展させ、発表していく力を付け
る。講義は小グループ活動・ペアワーク活動で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の文化や考え方を理解し、グローバルな発想ができるよ
うになる。
(知識・理解)

To answer and to ask questions about topics and situations.(技能)

日本語ではなく、英語で考えられるようになる。(態度・志向
性)

英語で簡単なコミュニケーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should read and prepare the　handouts provided  in
advance. All handouts must be kept and brought to each class.
Assignments must be finished and submitted by the due date.
予習：必ず授業前に単語を調べておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Students must participate satisfactorily in classroom activities. ・この
科目ではクラス活動、授業態度を重視し、積極的で主体的な授
業参加が望まれる。
There is continuous assessment of classroom activities and exercises.
授業活動、練習で継続的に評価を行っていく。

There is NO compulsory examination at the end of the semester.
However there is a final class quiz. 単位取得のための学期末試験
は行わないが、クラス独自の修了試験は行う予定である。

クラス活動 50%
小テスト　 20%
復習試験　 30%
合計　 100%  (単位取得には60% が必要です)

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
Printed materials will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The language of instruction will be English.　この授業は全て
英語で行われます。
Students are required to bring to each lesson: a notebook (or
paper), a dictionary, and a folder containing ALL printed
materials.
講義の際、毎回、必ず以下の物を持参すること。
ノート、辞書、配布された全てのプリントがファイルして
あるファイル
Please don't be late.
・遅刻をしないこと。
MOBILE TELEPHONES are not to be used in the classroom at
any time. They must be turned OFF and kept in bags, not in or on
desks.
・教室に入る前に携帯電話のスイッチを切っておくこと。
尚、携帯電話はカバンの中等にしまい、机の上に置かない
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Lesson　1  INTRODUCTION & SYLLABUS-CLASSROOM
ENGLISH

Lesson2  WHAT IS IT? ＋ PARSING（1）Lesson3  WHO IS
IT? ＋ PARSING（2）Lesson4  WHAT COLOR IS IT?-
APPEARANCE

Lesson5  WHAT IS IT LIKE?
Lesson6  WHAT TIME IS IT?＋NUMBERS(1）Lesson7  HOW
MUCH IS IT?＋NUMBERS（2）Lesson8  HOW MANY ARE
THERE?
Lesson9  HOW HIGH IS IT?
Lesson10  WHICH ONE?

Lesson11  WHERE IS IT?-DIRECTIONS

Lesson12  IS THERE A POST OFFICE NEAR HERE?

Lesson13  WHO DID IT?

Lesson14  WHY IS IT SO? QUIZ.
Lesson15 Review+Final Exam
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ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on recognition of written and spoken
forms, and on explaining and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight: High-Beginner (3rd edition)
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-029-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 0. Looking over the course. Homework:
textbook and vocabulary study.
3. Unit 1. Quiz 1. Talking about likes and dislikes.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2. Quiz 2. Fluency with money and prices.
Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 3. Quiz 3. Describing your family.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 4. Quiz 4. Talking about things you did.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 5. Quiz 5. Describing occupations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 0 to 5). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 6. Quiz 6. Describing your daily routine.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 7. Quiz 7. Describing occupations.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 8. Quiz 8. Talking about school subjects.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 9. Quiz 9. Giving instructions.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 10. Quiz 10. Describing current actions.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 11. Talking about the future.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 6 to 11).
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クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is an interactive English class. Group activities to improve your
speaking and listening skills will include:
Reading aloud and listening for comprehension
Writing and performing dialogues

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to listen to and comprehend natural speed
English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

A short test will be given each week. Students must review the lesson
content after each class for 5 minutes each day and must spend two
hours outside of class on course content review.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Group activities (be on time, bring the textbook, bring your student
ID, don't sleep or play with your keitai!) 80%
Homework (10 x 2%) 20%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
You should treat each class with the same importance as an exam.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course.

Group activities are 80% of your final grade and punctuality and
preparation is important: students who arrive late, or without their
student ID, will be treated as absent. Missing the beginning of each
class means not understanding what has happened in the previous
week and not understanding the goals for that particular class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Survival Guide
[Author(s)] Yoshihiro Kubo
[Publisher] Eihosha
[ISBN]4-269-14048-8
[Comments] 1900 yen
金修堂書店　福大前書店　tel 092 861 5706
honten@kinshudo.co.jp

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

It is very important that you attend EVERY class.
If you must be absent, please email me _before_ class. It is also
very important that you complete the HOMEWORK _before_
class.

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small group activities, and ask questions
when anything is unclear.
You must have a NEW copy of the textbook.
You must bring your NEW copy of the textbook to EVERY
class.
If you do not have the textbook, you will be marked as absent.
You must bring the textbook to the FIRST class.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course introduction
2 Unit 1 Functions
3 Unit 1 Quiz
4 Unit 2 Self introductions
5 Unit 2 Quiz
6 Unit 3 Functions
7 Unit 3 Quiz
8 Mid-course review
9 Unit 4　Invitations
10 Unit 4 Invitations
11 Unit 5 Essay structure
12 Unit 5 Quiz
13 Unit 6 Presentation
14 Unit 6 Quiz
15 Course review
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小谷　耕二

◎－－－　概要　－－－◎

　アメリカの「銃の普及」「食品業界」「金融業界」について
のドキュメンタリー映画の紹介記事を編集した教科書を用い
て、リーディングとライティングを中心に総合的な英語力を身
につけることを目標とした授業です。
　リーディングの学習ではテクストの精読と速読による大意把
握を適宜交えて、読解力を伸ばしていきます。精読では、英語
の基本的な語彙、語法、構文等に留意して、文意の正確な理解
力の習得をめざすとともに、速読では、英文を語順どおりに前
のほうから理解する力や、パラグラフの構成に着目し英文の大
意を把握する力を身につけます。
　ライティングでは、教科書の本文中に出てきた重要表現を使
いこなす練習を行い、基本的な表現力を身につけます。
　数回の小テストに加え、中間試験を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 英語の基本的な語彙、語法、構文を理解し、身につける。
(知識・理解)

② 上述の①にもとづいて、センテンス・レベルで文意を理解で
きる。(技能)

③ 上述の①、②にもとづいて、英語の論理構造やパラグラフ構
成に着目して英文の大意を把握することができる。(技能)

④ センテンス・レベルで、英語として意味をなす簡単な文章を
書くことができる。(技能)

⑤ 上述の④にもとづいて、比較的短いパラグラフで自分の考え
を英語でおおむね表現できる。(技能)

⑥ 自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：次回の授業で読む章の本文を読み、おおまかな内
容を理解しておく。（45分）
　事後学習：学習した章の本文を、意味を確認しながら音読す
る。さらに、小テストに備えて、重要語句や表現を復習する。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。なお、欠席は1回につき2点減点、遅
刻は1回につき1点減点します。

平常点：10％（到達目標⑥）
小テスト：20％（到達目標①②③④⑥）
中間試験：20％（到達目標①②③④）
定期試験：50％（到達目標③⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Documentary America--Food, Arms, and Financial
Industries
[Author(s)]細川祐子
[Publisher]
[ISBN]978-4-87571-701-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英和辞典をかならず持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction: 授業の進め方、成績評価、学習の仕方など
についての説明を受け、自己紹介の作文を英語で書いて提
出します。
2. Unit 1 Food, Inc.(1)
3. Unit 2 Food, Inc.(2)
4. Unit 3 Food, Inc.(3)
5. Unit 4 Bowling for Columbine (1)
6. Unit 5 Bowling for Columbine (2)
7. Unit 11 Review and Expansion on Food, Inc. and Bowling for
Columbine
8. 中間試験
9. Unit 6 Inside Job (1)
10. Unit 7 Inside Job (2)
11. Unit 8 Inside Job (3)
12. Unit 9 Inside Job (4)
13. Unit 10 Sicko
14. Unit 12 Review and Expansion on Inside Job and Sicko
15. 全体のまとめ。
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ルー，ペトラス　ウィレム

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will read and study English texts to develop
comprehension and writing skills. There will be reading and
vocabulary homework every week. Homework will focus on review
and vocabulary skills. In-class writing will develop expressive skill.
Classroom work will also focus on reading, comprehension and
writing. There will be two main class tests: a mid-term test (lesson 8)
and a term-end test (lesson 15).

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will increase vocabulary necessary to read more in-depth.
(知識・理解)

2. Students will practice reading skills to read English quickly and
accurately.(知識・理解)

3. Students will increase vocabulary to understand the world better.
(技能)

4. Students will work together to improve their communication skills
in English.(態度・志向性)

5. Students will improve confidence in reading English(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week.
Homework will focus on reading, comprehension questions and
vocabulary study.
Classroom work will focus on reading comprehension and writing.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Student achievement will be measured in the following way:

Homework: 20% (Textbook based: Weekly in-class check)
Mid-Term Test: 40% (Textbook based Reading & Writing)
Term-End Test: 40% (Textbook based Reading & Writing)

* Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail because
the teacher cannot evaluate their classroom and homework efforts.

* There is NO end of term examination (teiki shiken) during the
official examination period. There will be NO reexamination (sai
shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Reading Adventures 2
[Author(s)]Carmelia Lieske & Scott Menking
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-0-8400-3036-8
[Comments]Please buy the book from the University bookstore.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must:
- Actively participate in class
- Work in small groups
- Attend all (or almost all) classes
- Complete textbook homework

*The teacher’s office hour is Tuesdays, period 3 (13:00-14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Introduction
2. Unit 1 Secret Worlds
3. Unit 2 Dangerous Jobs
4. REVIEW: Unit 1&2
5. Unit 3 Crystals
6. Unit 4 Life on the Move
7. REVIEW: Unit 3&4
8. MID-TERM TEST (40%): Units 1-4
9. Unit 5 The Senses
10. Unit 6 History and Mystery
11. REVIEW: Unit 5&6
12. Unit 7 Festivals
13. Unit 8 Heroes for the World
14. REVIEW: Unit 7&8
15. TERM-END TEST (40%): Units 5-8
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高瀬　和子

◎－－－　概要　－－－◎

会話文、ブログや雑誌記事、広告やＥメール、エッセイなど、さまざまな
種類の文書を読む。
会話文やリーディングの文書は、正しく適度な速さで読めるように、音声
にあわせて音読する。
会話文や文書から、さまざまな情報を収集し、それらを伝える力、そして
自分の考えを述べる力を高めることに発展させて行く。パラグラフ・ライ
ティングの基本とそれに必要なさまざまな表現を学び、「書く」発信力、
伝えるための英語発信力を磨いていく。

１．Brainstorming : ウォームアップとして、そのユニットのトピックに関連
する場面や表現を思い浮かべる。
2. Listening : 会話文を聞き、日常会話で使う表現、正しい発音を聞き取り、
音声に合わせて音読する。
3. 会話文から情報を収集して、質問に答える。
4. Repeating Practice : 会話文の中の表現を、意味を確認してリピートする。
5. Let's Communicate : 文法事項の確認。その文法事項を含んだ文章を使って
情報収集をする。
6. Explain the Results : ターゲットの文法を使って、集めた情報を再現する。
7. Reading : 文書に関する質問に先に目を通し、見出しや読み物の種類（記
事・広告・Ｅメールなど）を確認し、内容を予測してから読む。音声を聞
きながら文字を目で追い、正しく音読する。
8. 文書を精読し、内容を正しく理解する。
9. Writing : Writing Skills で、論理的に文章を展開するためによく使用される
接続詞やつなぎ言葉などの使い方を確認する。
10.「書き手」の視点から、Reading の文書を分析し、様々なタイプの文章を
書き、情報発信をする素地を養う。
11. Writing Exercise : Writing Skills で学んだ内容を確認しながら英文を作
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①会話文や文書を正しく一定の速さで声に出して読むことができる。(技能)

②会話文や文書の内容を聞いたり読んだりして正しく理解することができ
る。(知識・理解)

③会話や文書に関して英語の質問に答えることができる。(知識・理解)

④クラスメイトとある話題について簡単な英語で質問したり答えたりする
ことができる。(態度・志向性)

⑤日常的な話題について英語で表現することができる。(技能)

⑥自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むことがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
・次回のUnit全体を読んで、内容を把握しておく。わからない語彙などは調
べておく。
・ダウンロードした音声ファイルを使って、読み方を確認して音読してお
く。
　(30～40分）
復習
・学習したUnitの会話文や文書を一定の速さで読む。、
・学んだ英語表現を使って、自分の意見や考えを人に伝えるということを
意識して声に出して言う練習をする。
 (20分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。
〇日頃の学習への取り組み（２０％）
　・毎回の学習態度、取り組み、発表、積極的なグループ学習(到達目標
①③④⑤⑥）
〇小テストの成績（２０％）（到達目標②③⑤）
〇定期試験（６０％）（到達目標②③⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Beams
[Author(s)] Junko Omotedani / Mariko Kawasaki / Ayed Hasian /
Paul Aaloe
[Publisher]　KINSEIDO
[ISBN]978-4-7647-4018-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・辞書を必ず持参し、わからないときは辞書を使って調べ
る。
・各ユニットが終わったら、次の授業で小テストを受ける。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction テキスト紹介、授業の進め方、成績評価など
についての説明を受ける。
２．Unit 1 Were You Texting While Walking?
　 ●頻度を表す副詞と数量を表す表現
　 ●パラグラフの構造①
３．Unit 2 Do You Work Part-time?
　 ●動詞＋to不定詞（to do）／動名詞（-ing）
　 ●パラグラフの構造②　支持文
４．Unit 3 He Has a Great Smile, and He’s Rich!
 　●見た目や性格を表す形容詞
　 ●パラグラフの構造③　結論文
５．Unit 4 Did You Enjoy Playing Basketball?
　 ●be動詞・一般動詞の過去形
　 ●２つの語・句・節をつなぐ接続詞（and/but）
６．Unit 5 Manners: Be a Good Guest!
　 ●現在進行形と過去進行形（be -ing）
　 ●文の構成：主語と動詞、形式主語
７．Unit 6 Call Me When You Get There
　 ●命令形
　 ●２つの事柄を並べて説明する（one is ̃, the other is ̃）
８．Unit 7 Dogs Are So Much Better
　 ●比較級と最上級
　 ●文頭で内容を展開する副詞（Therefore/However）
９．Unit 8 You Could Have Pool Parties!
　 ●存在や所有を表す表現（There is/are, has/have）
　 ●理由と結果をつなぐ接続詞（because/so）
１０．Unit 9 We Are Going on a Cruise!
　 ●未来を表す表現（be going to / will / be -ing）
 　●コンマ（, ）の使い方①／大文字の使い方
１１．Unit 10 Have You Ever Volunteered Before?
　 ●現在完了形の４つの用法
　 ●コンマ（，）の使い方②
１２．Unit 11 Think Before You Post!
 　●提案や義務を表す助動詞（had better/should, must/have
to）
　 ●例を挙げて主題を展開する（for example）
１３．Unit 12 You Lied to Her!
　 ●Wh疑問文と間接疑問文
　 ●Ｅメールの構成
１４．Unit 13 Are You Sleeping Well?
　 ●数えられる名詞と数えられない名詞
　 ●パラグラフの構造④　論理の展開
１５．Unit 14 Why Do You Want to Work Here?
 　●Yes/No疑問文、Which疑問文、Wh疑問文
　 ●文書の書式設定
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ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

リーディングとリスニングに焦点を当てたコースです。毎週質問をし
たり、質問に答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなけれ
ばなりません。テキストは使用しません。その代わりに、リーディン
グ課題を与えます。それを範囲とする小テスト、レポート、中間試
験、期末試験があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語を理解し楽しむためのライティングスキル(技能)

英語を理解し楽しむためのリーディングスキル(技能)

リーディングやライティングについて議論するための会話スキル(態
度・志向性)

語彙力と流暢さ(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、オンラインテキストの
次回取り組む部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラ
インの宿題に取り組まなければなりません。ほぼ毎週、小テストを
し、学習できているかどうか確認します。レポートのための宿題が、
たいてい出されます。授業外での準備として、週に２時間ほど費やす
ことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
20%    レポート（5点×4回）　
10%   中間テスト （8週目）　
30%    授業内実施の学期試験　（15週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question が
あります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、より長
い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書くた
めのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments] テキストは使用しません。その代わり、オンライン
で読み物や宿題課題が与えられます。学生は、サイトを訪れ、
課題シートをプリントアウトしなくてはいけません。課題に
よっては、オンラインでできるものもあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してくださ
い。しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が
質問をしたりプレゼンテーションをしているときには聞きま
しょう。ちゃんと参加しない学生や、他学生の学習の妨げにな
るような学生は、減点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてくださ
い。遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小
テストを受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小
テストを受け損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、
大幅に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバス＆オンラインテキストの使い方. ノートのと
り方. 小テスト1. 宿題: Reading 1を読みノートをとる
・2週目 - 小テスト2. Reading 1ディスカッション＆リスニング.
宿題: Reading 1 をもう一度読み、ノートをとる
・3週目 - 小テスト3. Reading 1 のディスカッション 2回目. 宿題:
Reading 2 を読みノートをとる
・4週目 - 小テスト4. レポート 1 しめきり. Reading 2 ディスカッ
ション＆リスニング. 宿題: Reading 2 をもう一度読み、ノートを
とる
・5週目 - 小テスト5. Reading 2 のディスカッション 2回目. 宿題:
Reading 3を読みノートをとる. レポート2 を書く
・6週目 - 小テスト 6. レポート 2 しめきり. Reading 3 ディスカッ
ション＆リスニング. 宿題: Reading 3 をもう一度読み、ノートを
とる
・7週目 - 小テスト7. Reading 3 のディスカッション 2回目. 宿題:
Reading 4 を読みノートをとる   Reading 1～3 を見直す
・8週目 - 中間試験. Reading 4 ディスカッション＆リスニング. 宿
題: Reading 3 をもう一度読み、ノートをとる
・9週目 - 小テスト8. Reading 4 のディスカッション 2回目. 宿題:
レポート3 を書く
・10週目 - レポート 3 しめきり. 宿題: Reading 5 を読み、ノート
をとる
・11週目 - 小テスト 9. Reading 5 ディスカッション＆リスニング.
宿題: Reading 5 をもう一度読み、ノートをとる. レポート4 を書
く
・12週目 - 小テスト10. レポート 4 しめきり. Reading 5 のディス
カッション 2回目. 宿題: Reading 6 を読み、ノートをとる
・13週目 - 小テスト11. Reading 6 ディスカッション＆リスニン
グ. 宿題: Reading 6 をもう一度読み、ノートをとる
・14週目 - 小テスト12. Reading 6 のディスカッション 2回目. 宿
題: 全てのReadingを見直す
・15週目- 授業内. 学期試験

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellt4.blogspot.com)
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服部　八重

◎－－－　概要　－－－◎

　　２年次前期のリーデイング＆ライテイングクラスとして、デイ
ベートによく用いられる課題を含む多様なテーマの問いに対し、賛成
か反対かの二者択一ではなく、どの程度賛成か、どの程度反対か、を
本文を読む前、読んだ後、議論した後の３回確認しながら、同意の度
合いの変化等を客観視できるように工夫されたテキストを用います。

　　語彙を踏まえながら、テキストの問いに書くことと話すことを
もって演習で応答していき、パセッジ読み取りの読解を基本として、
チームでの意見交換や他者の考えに触れてのち、自身の考えがどのよ
うに変わるか、あるいは変わらないか、を１～６段階で測っていきま
す。

　　テーマごとの問いに対して、プラス面マイナス面等を考えて書い
て行き、このようなアクティヴィテイーを通して、自身の考えやチー
ムの意見等をはっきりとさせ、さらにそのテーマから派生したり展開
するいくつかの問いについても考えを広げて、書いたり、発表したり
できます。

　　読むこと、書くことを中心に、同時に本文を聞き取り、口頭発表
やチームでの対話等のやりとりが為されていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各ユニットの意味内容を重要語彙を体得しつつ読みかつ聞き取れます
(知識・理解)

ユニットごとのテーマについて自身の考えを書く表現力が身につきま
す(知識・理解)

それぞれの問いについて、賛成か反対かの度合い等を、書いたり、話
したりできます(技能)

英語での問いが次々に出され、それに対して自身で、またチームで応
答するので、より速い応答力がつきます(技能)

チームでの話し合いやクラスメートの多様な意見により、視野を広げ
られます(態度・志向性)

クラスの優秀な学生に啓発されて、より多彩な考え方を身につけ、ア
カデミックな問題意識が深まります(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としてテキストの各ユニットを読み取り、自身の考えをはっきり
させて、書いて来る　（６０分）

語彙の予習（２０分）

復習として、１つの課題、テーマを掘り下げて書き、それをもとにク
ラスで発表できるよう、まとめて来る　（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

定期試験　５０％　（テキストの内容を中心に　）

ライテイングの課題提出物とそれを基にした口頭発表やチームでのデ
イスカッション等のクラス活動　４０％　

平常点　（小テストや宿題、発表等の取り組み、授業態度等）１０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] How Much Do You Agree?
　　　　　Evolving Opinions
[Author(s)] Kobayashi & Bouchard
[Publisher] Sanshusha ( 三修社 ),2019
[ISBN] 978-4-384-33486-9
[Comments]　2,000 yen + tax

◎－－－　参考書　－－－◎

　　　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　規定に従って慎重に、スムーズに登録しましょう。予習
において、自身の考えをきちんと書いておきます。クラス
では遅刻や欠席が無いようにベストを尽くして授業に臨み
ましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方等の説明と学生による英語での自己紹介
他己紹介

２．Unit 1 We should keep erly hours.
３．Unit 2 College students should live alone.
４．Unit 3 Club activities should be banned at school.
５．Unit 4 Study abroad experience should be a requirement for
university graduation.
６．Unit 5 College students should study foreign languages
more seriously in addition to　Ｅnglish.
７．Unit 6 College students should choose an occupation that
suits them.
８．Unit 7 We shoud consider important rules　and manners
for online communication.
９．Unit 8 More Japanese companies should use English as their
main language of business.
１０．Unit 9 School and company uniforms should be
abolished.
１１．Unit 10 We should promote private lodging more.
１２．Unit 11 We should limit the number of tourists from
abroad.
１３．Unit 12 Tobacco should become an illegal drug.
１４．Unit 13 We should not let elementary school kids use
smartphones.
    Unit 14 We should allow pets at apartments and condos.
１５．Unit 15 Married Japanese women should be allowed to
keep their family name.
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木山　直毅

◎－－－　概要　－－－◎

論理的に物事を考える，文章を読んで情報を簡潔に整理するこ
とは大学生活に限らず今後どのような場面においても重要な作
業になる。そこで本科目では比較的平易な英語で書かれたエッ
セイを読み，そこで読み取った情報を図式化しながら各文の関
係性を考えながら読めるよう練習をする。本科目は大きく(i)英
文を読むことに加え(ii)読んだ内容をまとめるという2つの作業
を授業中に行う演習科目であり積極的な授業参加が強く望まれ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で使われている未知語の意味を推測できるようになる。
(技能)

読み取った情報を論理的に整理し，内容を理解できる。(知
識・理解)

読み取った情報を図式化できるようになる。(技能)

文と文の繋がりを理解しながら読むことができるようになる。
(技能(技能)

目的に応じた読み方（精読と速読など）をできるようになる。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・「教科書の各ユニットに付属しているpre-reading tasksを行う
こと。（30分）」
・「教科書の各ユニットに付属しているpost-reading tasksを行う
こと。（30分）」
・「授業で指定される課題をグループメンバーで協力して終わ
らせること（60分）」

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内課題の取り組み　20%
・課題　30%
・定期試験　50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]: English Stream
[Author(s)] Osamu Takeuchi et al.
[Publisher] 金星堂
[Price] Y1800
[ISBN] 978-4-7647-4079-2
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻者は当日の授業直後に申告すること。それ以外での申
告は遅刻と認めない（尚，欠席扱いになったとしても受講
の権利は残る）。またインフルエンザや入院といった事情
で欠席した際は大学が定める書類を提出することによって
扱いを考慮する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Unit 1
3. Unit 2
4. Unit 4
5. Unit 5
6. 要約課題 1
7. Unit 6
8. Unit 7
9. Unit 8
10. Unit 9
11. 要約課題 2
12. Unit 10
13. Unit 14
14. Unit 15
15. 要約課題 3
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伊東　孝子

◎－－－　概要　－－－◎

Examination Skillsを伸ばすためのテキストを使用して、英語力
の強化を図ります。TOEICの総合対策のテキストと英検2級レ
ベルの文法、語彙、読解の力を養うための学習をします。一年
次の学習を更に発展させて、外部試験を利用して実用英語のコ
ミュニケーション能力を図るTOEICと英検2級レベルのスコ
アーアップを念頭に置いて学習します。半ばで確認の小テスト
を行ない、学習を更に発展させて、学習した成果を確かめま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実用英語のコミュニケション能力が向上できる。(知識・理解)

人が普通に話す速度にやリズムを聞き取る力が向上する。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業中に指定された箇所を予習してくること。特に次に
当たると指名された人は必ず予習が必要です。予習時間は30分
程度です。
復習：授業中に3回程度の小試験を行いますので、それまでに
学習した章の学習効果が確かめられます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと試験による評価。
定期試験を4割、毎週の学習状況（授業参加度、予習の確認、
小テストの結果を含む）5割
授業態度（積極的な発言、お喋りをしない、居眠りをしない、
スマホを触らない等）1割とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Get Your Best Marks for the TOEIC Test
[Author(s)]Gary Malmgren
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-88198-637-0
[Comments]自作プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業参加度は重要なポイントになります。
毎回英和辞典を持参して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方と出欠評価などについての説明を受け、
自己学習の方法を実践します。
（２回から15回は下記のとうりに進めます）
２．１章：旅行
３．前回の残りと、プリント
４．２章：オフィス
５．前回の残りと、プリント
６．3章：レストラン
７．前回の残りと、プリント、小テスト
８．４章：新聞・雑誌
９．前回の残りと、プリント
１０．5章：広告
１１．前回の残りと、プリント
１２．６章：就職活動
１３．前回の残りと、プリント
１４．7章：休暇
１５．前回の残りと、総括
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岡裏　浩美

◎－－－　概要　－－－◎

英語によるコミュニケーション能力を測る、TOEIC Listening &
Reading Test対策に特化した授業です。TOEICの頻出語彙、文法
事項、テーマの説明に重点を置きながら、実際の出題傾向に
沿った問題演習や解説を繰り返すことで、英語の基礎力を高め
るとともに、スコアアップを目指します。

また、TOEICテストのリスニングとリーディングセクションを
バランスよく学習することで、国際コミュニケーションに必要
とされる実践的な英語力を強化します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの全パート（Part1～7)について問題練習を繰り返
し、出題形式に慣れることができる。(技能)

ビジネスや日常のコミュニケーションで必要となる、実用的な
リスニング力や読解力を習得できる。(技能)

TOEICの頻出語句、文法事項の知識を習得できる。(知識・理
解)

課題や単語テストを通じて、自律的かつ積極的に英語学習に取
り組むことが出来る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの、Vocabulary欄の語彙を調べてお
いて下さい。また、各章のReading Sectionで学ぶ要点（Training
Point)を読み、内容を理解したうえで、Part5-7の問題を事前に
解いておいて下さい。授業は予習を前提に進めます。

復習：Listening Sectionについては、授業で配布するScriptをも
とに内容を理解した上で、再度音声を聞き取る練習をして下さ
い。
Reading Sectionは、TOEICの頻出語句、文法事項、解答のコツ
を再度学習し、知識の定着と共にTOEICテストのスコアアップ
を目指しましょう。

＊必要に応じて宿題（発展問題など）を課します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習状況（授業や課題への取り組み方、単語小テス
ト）：40％
・学習達成度確認テスト：30%
・定期試験：30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]THE TOEIC TEST TRAINER TARGET 470, REVISED
EDITION
[Author(s)]Masahiko Yamaguchi, George W. Pifer
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-4-86312-260-4
[Comments]2017年発行　2000円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回授業には必ずテキストと辞書を持参して下さい。

他の学生への迷惑行為となる授業中の私語や居眠り、また
は、授業に関係のない行為（携帯電話の使用、他の教科の
予習や復習、飲食など）には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　授業ガイダンスとTOEICテストの概説
2.  Unit 1 予定‐動詞・5文型
3.  Unit 2　数量を尋ねる‐名詞
4.  Unit 3　命令・依頼－形容詞・副詞
5.  Unit 4　広告・宣伝‐フレーズリーディング
6.  Unit 5　時間を尋ねる‐動名詞
7.  Unit 6　場所を尋ねる‐to不定詞
8.  Unit 7　確認‐分詞
9.  Unit 8　留守電‐スキャニング
10. Unit 9　アドバイス‐受動態
11. Unit 10　誘い‐比較
12. Unit 11　申し出‐関係詞
13. Unit 12　講演者紹介‐スキミング
14. 総復習
15. 学習達成度確認テスト（リスニング含）

＊単語の小テストを1回実施する予定です。
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八尋　真由実

◎－－－　概要　－－－◎

①　テキストやその重要表現集を用いて、TOEICの頻出語句や重要表現を増強します。

Listening Section
②　設問間のポーズの間に解答できるように、時間を意識して解く練習をします。

③　リスニング力アップの基礎となる発音や音の変化について学習します。

④　ディクテーション（聞いて書き取る）や、シャドーイング（流れてくる音声の直
後に重ねて繰り返す）といったアクティビティを通して、リスニング力そのものの向
上を図ります。

Reading Section
⑤　Reading Sectionを時間内に解き終えられるよう、Reading Section全体の時間配分を
意識して解く練習をします。

⑥　Part5、Part6で頻出の文法問題をできるだけ短時間で解くために、これまで学習し
た文法知識に基づいて、素早く正答を見抜く練習をします。

⑦　Part7を全問解答するために、出題英文のタイプ別の攻略法を意識した上で、速読
力を磨く練習をします。

⑧　時間の許す範囲で実践練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①　身についているTOEICの頻出語句や重要表現が増える。(知識・理解)

②　リスニング問題を設問間のポーズの間に答えられるよう意識して解くことができ
る。(技能)

③　1音1音の音の違いに加え、音の変化を意識して聞けるようになる。(技能)

④  Listening Sectionのディクテーションやシャドーイングができる部分が増える。(技
能)

⑤　時間配分を意識して解答することで、時間内に解けるReading Sectionの問題数が増
える。(技能)

⑥　Part5、Part6の文法問題では、持っていた文法知識に基づいて、正答が素早く見抜
ける問題が増える。(知識・理解)

⑦　Part7では、出題英文のタイプ別の効率的な解き方が身に付くことで、読むスピー
ドが上がる。(技能)

⑧　TOEICスコアを上げようという意識を持ち、授業に主体的に参加したり、実際に
TOEICを受験するなど、英語学習の取り組みに対する積極性が増す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で取り組むUnitの問題に答え、分からなかった単語や表現を
　　　調べておく。
　　　テキスト付随のWeb学習教材(Lingua Porta)に取り組む。(45分)
復習：授業で学習した頻出語句や重要表現の意味を覚える。
　　　学習したUnitの音声を利用して、シャドーイングやディクテーションの
　　　練習をする。
　　　テキスト付随のWeb学習教材(Lingua Porta)に取り組む。（45分）
　　　TOEIC Testの模試の問題を入手し、全200問を時間を測って一度に
　　　解いてみる。
　　　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点…・・・10％
　　授業中のアクティビティ（シャドーイング・ディクテーション・実践練習
　　など）への参加積極度や、課題達成状況
　　(到達目標⑧)
・復習小テスト１、２・・・50％（25％×２回)
　（到達目標①②③④⑤⑦）　
・定期試験・・・40％
　（到達目標①⑤⑥）

※以下の点には特に注意すること。
・授業に主体的に参加することが肝要であり、途中退室、私語、居眠り、手遊
　び(スマホ)等、参加していないとみなされる場合には、減点の対象となる。
・定期試験を受験しないと単位取得はできない。
・復習小テストに関しては、再試・追試は実施しない。
・復習小テスト中にカンニングを行った場合、単位取得はできない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]An Amazing Approach to the TOEIC L＆R Test
[Author(s)]Hiromi Hagi, Eleanor Smith　他
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7188-6
[Comments]2019年発行　2200円

◎－－－　参考書　－－－◎

2016年以降ETSより出版された
『公式TOEIC Listening ＆Reading 問題集』各種

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持参すること。辞書としてスマホやタブレット端末
を使うことは認めない。授業中はマナーモードにし、バッ
グから出さないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要について：授業の進め方、評価
　　　などについての説明
　　（２回目以降は下記の通りテキストの内容に
　　沿って、TOEIC Testの演習を行います。）
２　Unit1 Home Appliances
３　Unit2  Recreation
４　Unit3  Restaurants
５　Unit4  Supermarket Shopping
６　Unit5  Housing
７　Unit6  Business
８　復習小テスト１ ／実践練習
９　Unit7  Bank ＆Post office
10　Unit8  Job Hunting
11　Unit9  Health
12　Unit10 Tourism: Travel by Land
13　Unit11 Tourism: Travel by Air
14　Unit12 Tourism: Hotels
15  復習小テスト２ ／実践練習
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 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

山崎　美穂子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、英語によるコミュニケーション能力を総合的に
評価するTOEIC Listening and Reading Testの受験対策のためのテ
キストを用いて、英語のリスニング力、文法力、読解力を養い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出する語彙・表現を身につける。(知識・理解)

②ビジネスや日常での会話、トークに慣れ、リスニング能力を
伸ばす。(技能)

③英語の文章を速く、正確に読解するスキルを伸ばす。(技能)

④積極的に問題に取り組み、自律した学習態度を身につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で学習するUnitのWarm Upは前もって記入し、
Srrategiesに事前に目を通し、ReadingのPracticeを解答しておく
(60分)。
復習：学習したUnitの問題で、間違ったところを見直し、小テ
ストに備える(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業態度・参加状況：30％　（到達目標④）
小テスト：25％（到達目標①②③④）
定期試験：45％ （到達目標①③）
欠席が多いと授業態度や参加状況を踏まえての総合的な評価が
できず、単位の取得が困難になる場合があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Key Strategies for Success on the TOEIC L&R Test Level
500
[Author(s)] Atsuko Nishitani 他
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]9784255156361　
[Comments]　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず辞書を持参のこと。（電子辞書可）
携帯電話での辞書機能使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Unit L-1：人物が写っている写真、
　Unit R-1：品詞
3. Unit L-2：人物が写っていない写真、
　Unit R-2：動詞の形 (能動態・受動態)
4. Unit L-3：疑問詞疑問文、
　Unit R-3：動詞の形（時制・その他）
5. Unit L-4：Yes/No疑問文・その他の疑問文、
　Unit R-4：前置詞・接続詞
6. Unit L-5：平叙文・意外な応答、
　Unit R-5：代名詞・関係代名詞
7. Unit L-6：機能別疑問文、
　Unit R-6：長文穴埋め問題
8. Unit L-7：次の行動、
　Unit R-7：広告・チャット
9. Unit L-8：問題点・提案・申し出、
　Unit R-8：Eメール・手紙
10. Unit L-9：目的・依頼・意図、
　Unit R-9：告知・社内回覧
11. Unit L-10：録音メッセージ・アナウンス、
　Unit R-10：記事
12. Unit L-11：トーク・会議・ニュース、
　Unit R-11：ダブルパッセージ
13. Unit L-12：グラフィック（図表）問題、
　Unit R- 12：トリプルパッセージ
14. Unit L-13：Review (Parts 1 & 3)、
　Unit R-13：Review (Parts 5 & 6)
15. Unit L-14：Review (Parts 2 & 4)、
　Unit R-14：Review (Part 7)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

一年次で学んだ内容を踏まえ、TOEICテストのさらなるスコア
アップのための学習を行います。語彙力強化やリスニングと
リーディング練習を通して、ビジネスやグローバル社会で必須
の英語運用能力を身につけます。国際ビジネスに関連した
Emailやレター、社内文書ややり取り、旅程等を教材として学
習し、英文法を復習しながら実践的なコミュニケーション能力
を養います。受け身な学習に偏らないように、ペアやグループ
での協働学習をとおして英語２技能の向上に取り組みます。英
語特有の発音やイントネーション、音の変化や強弱のリズムの
特徴を学び、ソロやペアで何度も音読練習していきます。ま
た、生の英語のスピードや発音に触れるため、オンラインで動
画（英語）を視聴し、自律的学習へとつなげます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ビジネスに関する英文や対話文を聞き、大意や必要な情報を把
握できるスキルの向上。(技能)

ビジネスに関する英文を読み、要点や大切な情報を的確に理解
できるスキルの向上。(技能)

TOEIC頻出の語彙力を伸ばす。(知識・理解)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットにあるBrush up とExerciseを解いてくる。(45
分)

復習：既習ユニットの間違ったところを確認し、英文を再聴
し、音読する。単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極性な
ど）４０％
* 課題１０％
* テスト２回：２５％＋２５％＝５０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）
により、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をと
ります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Mastery Drills for the TOEIC L&R Test
[Author]　Koji Hayakawa
[Publisher]　桐原書店
[ISBN]　 978-4-342-55015-7
[Comments]　1700円（＋税）初回授業時に持参

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 教科書を購入して、第一回目の授業時から持参して下さ
い。
* 毎回遅れずに出席し授業に参加すること。出席しても授
業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がります。
授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表、
テスト等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場
合があります。
* 自発的な発言や質問、発表などの積極性が大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：シラバス、授業の進め方、英
語学習方法等についての説明、自己紹介（英語）
2. Unit 1.人物の動作と状態Part 1、表・用紙Part 7
3. Unit 2. 疑問詞を使った疑問文Part 2、広告Part 7
4. Unit 3. 日常場面での会話Part 3、品詞Part 5
5. Review & Online English learning 1
6. Unit 4.アナウンス・ツアーPart 4、動詞Part 5
7. Unit 5.物の状態と位置Part 1、チャットPart 7
8. Test 1 & Review
9. Unit 6.基本構文（依頼/提案・勧誘/申し出）と応答の
決まり文句 Part 2、手紙・EメールPart 7
10. Unit 7.電話での会話 Part 3、代名詞・関係代名詞
Part 5
11. Unit 8.ラジオ放送・宣伝 Part 4、接続詞・前置詞
Part 5
12. Review & Online English learning 2
13. Unit 9.Yes/No疑問文Part 2、ダブルパッセージ（2つ
の文書）Part 7
14. Unit 10.オフィスでの会話① Part 3、Part5の復習 Part
5
15. Test 2 & Review

進行状況により変更になる場合があります。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to get fully prepared for
different kinds of English tests, such as IELTS, TOEIC, etc. There are
fifteen sets of practices, with each one focusing on a different topic
for listening practice, grammar practice, and reading practice as well.
Homework will be given at the end of each class. A short test will be
given every four weeks, so students must review course content after
each lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn necessary skills and strategies for English tests.
(技能)

2. Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner.(態度・志向性)

3. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next chapter (30 minutes), and
prepare for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標2)
Presentations (2 times): 25% (到達目標1, 2)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 3)
Final listening test: 15% (到達目標3)
written report: 5% (到達目標1, 2)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Go for the TOEIC Test (New Edition)
[Author(s)]浅間正通/ Nicholas Lambert
[Publisher]Eihosha
[ISBN]978-4-269-66042-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Every four weeks, before the class starts, students will have a test related to the
content of the previous classes.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the
next week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to
the final score.

Students must come to class during test weeks, because the score of tests will be
calculated into the final score.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction

Week 2
Presentation: Real Estate/ Chapter 1 Real Estate/ Homework: question 24̃28 on
page 13

Week 3
Presentation: Environment/ Chapter 2 Environment / Homework: question 25̃29 on
page 19

Week 4
Presentation: Journalism/ Chapter 3 Journalism/ Homework: question 12̃16 on
page 21

Week 5
Presentation: Food products/ Chapter 4 Food products/ Homework: question 24̃28
on page 32

Week 6
Test 1 [Chapter 1̃4]/ Chapter 5 Manufacturing

Week 7
Presentation: Finance / Chapter 6 Finance/ Homework: print practice

Week 8
Chapter 7 Sports

Week 9
Presentation: Education/ Chapter 8: Education/ Homework: question 21̃23 on page
59

Week 10
Print practice

Week 11
Presentation: Amusement/ Chapter 10 Amusement/ Homework: question 24̃28 on
page 74

Week 12
Presentation: Art / Chapter 11 Art/ Homework: question 12̃26 on page 76

Week 13
Test 2 (Chapter 6, 7, 8, 10 and 11)/ Chapter 13 Public services

Week 14
Chapter 14 Transportation/ final presentation

Week 15
Final presentation/ final listening test/ written report collection
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

原岡　薫

◎－－－　概要　－－－◎

この授業はわが国で実施される各種の英語資格検定試験のう
ち、特に社会的にニーズの高いTOEIC、TOEFL、STEP（英
検）の受験を念頭に、実践的なトレーニングを中心に据えた授
業を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各検定試験の特徴を理解する(知識・理解)

英文法の基礎を確認する(技能)

リスニング練習を繰り返し、キーワードをつかむ(態度・志向
性)

テキストに付随するCDを自主的に学習する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
1）次の回でするUnitのWarm-upExercises（30分）
復習
1）学習したUnitのリスニングパートを使ったシャドーイング
2）語彙と内容把握問題の準備（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（10％）、小テスト（20％）、リスニング試験
（10％）、定期試験の結果（60％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]TOEICテストへのニューアプローチ
[Author(s)]大須賀直子
[Publisher]成美堂
[ISBN]9784791910922
[Comments]￥2000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業には、辞書を持参のこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　講義の目標と進め方について

第2回　名詞と代名詞

第3回　形容詞と冠詞

第4回　副詞

第5回　比較

第6回　動詞と時制（1）

第7回　動詞と時制（2）

第8回　未来表現

第9回　主語と動詞の呼応

第10回　能動態と受動態

第11回　不定詞と動名詞

第12回　分詞

第13回　助動詞

第14回　関係代名詞

第15回　関係副詞
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

谷口　雅基

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)などの検定試験対策を中心とした
総合的英語運用力の向上、日本人が苦手とする部分を克服するこ
と、また英語の自学自習法を身につけることを目的とする。現在の
個々人の英語力には差があることを考慮し、また最近の経済情勢を
も考慮し、前もって決まった一つの教科書を選択し購入する必要は
ない。毎回の授業において、日本人の英語学習法における弱点に関
する講義に加え、受講生の興味関心に沿った内容の教材を、TOEIC,
TOEFL, IELTS, STEPのウェブサイトから、学生自身および教師が選
択し、それをもとに、「聴く、話す、読む、書く」英語力、特に検
定試験対策力を培っていく。したがって、一つの教材に沿って進め
るのではなく、毎回異なった教材および内容にもとづいて英語の総
合力の向上を図る。現在の日本には、英語を学ぶための材料はあら
ゆるところにころがっている。検定試験のウェブサイトのみなら
ず、BBCやVOAの英語学習ウェブサイト、映画、テレビ、ラジオ、
新聞、雑誌、本、宣伝、看板、人の話などなど。外国語を身につけ
ようとする人は、常に学ぶ材料をキャッチできる鋭敏なアンテナを
立てていただきたい。そういう日ごろの材料集めと練習をとおし
て、将来にわたって成長する力を養っていただきたい。したがっ
て、この授業の目的は、上述の通り、TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP検
定試験対策を中心とした総合英語運用能力、日本人が苦手とする部
分を克服すること、そして卒業後もひとりひとりが自学自習によっ
て向上し続けることができるよう英語独学法を身につけることであ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

 
各種英語検定試験対策能力を身に付ける。(技能)

英語で考え、英語を聴いて、英語で理解する能力を身に付ける。(技
能)

口頭で、自分の考えを英語で表現する能力を身に付ける｡(技能)

英文を読み、直接英語で理解する能力を身に付ける｡(技能)

英文を読み、適切な日本語に翻訳する能力を身に付ける｡(技能)

文章で、自分の考えを英語で表現する能力を身に付ける。(技能)

英文の文法構造、発音、イディオムなどの表現について知識を深め
る｡(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこと
ができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各学生は、自分が担当する英文を、TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英
検)の英語学習ウェブサイトから、自分の英語力のレベルに相当する
一部を選択し、自分の発表日の１週間前までに、教員へメールで送
る。学生は、自分が選択したテスト問題を解答し、発表する。授業
では、教員が詳細を解説し、クラス全員で、学習する。 （30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

学生自身が選択し準備した課題英文の発表（３０点）
定期試験（７０点）

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しません。TOEIC, TOEFL, IELTS, STEPの
ウェブサイトを活用します。
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

TOEIC: http://www.iibc-global.org/toeic.html
TOEFL: https://www.ets.org/jp/toefl
IELTS: https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts/prepare/free-
practice
STEP(英検): http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/
BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
VOA Special English: http://www.manythings.org/voa/scripts/
他適宜、授業で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の目的、進め方の説明。教師と学生の自己紹介。宿
題の説明。
2.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、英語の語法。
3.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の文構造の比
較。
4.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の慣用表現の比
較。
5.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の文化的表現の
比較。
6.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の論理的表現の
比較。
7.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、イントネーションに
焦点をおいた英語聴き取り法。
8.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、リズムに焦点をおい
た英語聴き取り法。
9.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、母音、子音に焦点を
おいた英語聴き取り法。
10.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテス
ト問題の学習および全般的英語学習法、音声連結に焦点を
おいた英語聴き取り法。
11.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテス
ト問題の学習および全般的英語学習法、音変化に焦点をお
いた英語聴き取り法。
12.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテス
ト問題の学習および全般的英語学習法、音省略に焦点をお
いた英語聴き取り法。
13.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテス
ト問題の学習および全般的英語学習法、映画英語の聴き取
り練習。
14.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテス
ト問題の学習および全般的英語学習法、英語独学法。
15.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテス
ト問題の学習法のまとめ。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

文法・リーディング・リスニングのいずれかの練習課題を行
う。進捗度合いは、１回の授業で２ユニットの目安で進めてい
くが、早く終わった場合は、自宅学習として行う２ユニットも
行う。単に、問題をこなすだけではなく、理解できなかった箇
所や知らない表現等をノートに書き出していくことで、安定し
た習熟と効率的な学習ができるように心がけていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)英文法の基礎知識や英語読解力を培う。(知識・理解)

(2)リスニング力をが向上する。(技能)

(3)授業外でも英語力の養成に力を注ぐことができる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業で課された課題を計画的に進めていくようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1)指定された課題：40％（到達目標(1)(2)）
(2)小テスト及び学習ノート：10％（到達目標(2)(3)）
(3)最終テスト：50％（到達目標(1)(2)(3)）
　（定期試験期間中の試験は実施しません。よって再試験も実
施しません。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]reallyenglish
[ISBN]インターネット教材のためISBNはない。
[Comments]5000円程度。前期、後期ともに同じ教材を用い
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

期日までに課題を提出することを忘れないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回のテーマを上げる。内容は文法・リーディング・リス
ニングの順番で行う。
１　文法課題
２　リーディング課題
３　リスニング課題
４　文法課題
５　リーディング課題
６　リスニング課題
７　文法課題
８　リスニング課題
９　文法課題
１０　リーディング課題
１１　リスニング課題
１２　リスニング課題
１３　リーディング課題
１４　試験
１５　まとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。なお、学習の際
ポートフォリオ（ファイルのようなもの）に学習内容を記録し
ます。日付、学習した項目、知らない単語や表現、間違えた問
題の反省などを記録しておきます。学期末にポートフォリオを
提出してもらい、成績評価の材料とします。
　文法問題を解く際は大学受験に使用した参考書を持参する。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のリスニングの基礎力を身に付けることができる。(技
能)

②英語のリーディングの基礎力を身に付けることができる。
(技能)

③英語のグラマーの基礎力を身に付けることができる。(知
識・理解)

④授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　復習として、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの課題に取り組みます。（６０分）
　なお、記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます。（３０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

復習テスト(50%)(①②③を基準として評価)

授業中の学習内容負及びコンピュータの学習履歴(50%)
(①②③④を基準として評価)

※定期試験期間中に試験は実施しません。よって再試験も実施
しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]reallyenglish
[ISBN]
[Comments]5000円程度。インターネット教材であるために
iSBNはない。後期も同じ教材を使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
2 Grammar１
3 Reading 1
4 Listening  1
5 Grammar 2
6  Reading 2
7  Listening  2
8 Grammar 3
9  Reading 3
10  Listening  3
11 Grammar 4
12 Reading 4
13  Listening  4
14 復習テスト
15 総復習および追試
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

木山　直毅

◎－－－　概要　－－－◎

論理的に物事を考える，文章を読んで情報を簡潔に整理するこ
とは大学生活に限らず今後どのような場面においても重要な作
業になる。そこで本科目では比較的平易な英語で書かれたエッ
セイを読み，そこで読み取った情報を整理し，1パラグラフ程
度の要約を書けるように練習する。本科目は大きく(i)英文を読
むことに加え(ii)読んだ内容をまとめるという2つの作業を授業
中に行う演習科目であり積極的な授業参加が強く望まれる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

教科書で使われている未知語の意味を推測できるようになる。
(技能)

読み取った情報を論理的に整理し，内容を理解できる。(知
識・理解)

読み取った情報を図式化できるようになる。(技能)

読み取った情報を1パラグラフ程度で要約できるようになる。
(知識・理解)

目的に応じた読み方（精読と速読など）をできるようになる。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・「教科書の各ユニットに付属しているpre-reading tasksを行う
こと。（30分）」
・「教科書の各ユニットに付属しているpost-reading tasksを行う
こと。（30分）」
・「授業で指定される課題をグループメンバーで協力して終わ
らせること（60分）」

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内課題の取り組み　20%
・課題　30%
・定期試験　50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]: English Stream
[Author(s)] Osamu Takeuchi et al.
[Publisher] 金星堂
[Price] Y1800
[ISBN] 978-4-7647-4079-2
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻者は当日の授業直後に申告すること。それ以外での申
告は遅刻と認めない（尚，欠席扱いになったとしても受講
の権利は残る）。またインフルエンザや入院といった事情
で欠席した際は大学が定める書類を提出することによって
扱いを考慮する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Unit 1
3. Unit 2
4. Unit 4
5. Unit 5
6. 要約課題 1
7. Unit 6
8. Unit 7
9. Unit 8
10. プレイスメント・テスト
11. 要約課題2
12. Unit 10
13. Unit 14
14. Unit 15
15. 要約課題 3
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

服部　八重

◎－－－　概要　－－－◎

　２年次後期のリーデイング＆ライテイングクラスとして、日常的
で親しみ易いテーマでÅかＢかを尋ねられ、それについてどちらを
選ぶか、その理由や根拠を詳細に述べるという、英語の論理的展開
の方法を身につけます。

　まずパセッジの内容を聞き取りと読み取りで理解し、　ＡとＢ両
方の根拠を踏まえて、自身の考えや、チームでのデイスカッション
で、英語で話す表現を体得します。その基となるのは、根拠や理由
を書き記した原稿であり、テキストに書き込むタスクや、宿題での
英作文で常に書く作業を行います。

　さらにFurther Activityで課されている問いに、自身の考えを、説得
力をもって説明、展開していきます。また異なる考えや立場に身を
置き、そのロールとしてはどのような表現になるかを書いたり話し
たりして明らかにします。

　読むこと書くことが中心ですが、クラスでは同時に聞き取りと口
頭発表や対話、チーム内でのデイスカッションで、聞くこと話すこ
とも行っていきます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

論理的内容の読み取りが、聞き取りと並行してできます(知識・理解)

与えられている多様な問いにどう答えるか、論理的に説得力のある
英作文の力がつきます(知識・理解)

デベートやデイスカッション、さらに英語で書く表現が習得できま
す(技能)

モデルのプレゼンテーションに数多く接し、自らも考えを表現して
いくので、プレゼンテーション力がつきます(技能)

立場や考えの異なる多様な意見に接するので、多様性や、違う立場
に立つという想像力が培われます(態度・志向性)

クラスの優秀な学生に啓発されて、切磋琢磨し、向上しようとする
志向やよりアカデミックな問題意識が体得されます(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習（テキストの内容を中心に、ダウンロードによる聞き取りと
内容の読み取り、両方の意見を踏まえ、自身の意見・考えを根拠や
理由を説明しながら発表できるように整える）　　７０分

　復習　（考えを明記する英作文により、チームでの出イスや個人
の発表、スピーチやトークに繋げますので、落ち着いて書いてきて
ください）　30分

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

　定期試験　50％　（テキストの理解を問う問題他）

　ライテイングの課題提出やそれを基にした口頭発表、クラスでの
発話活動等　４０％

　平常点　１０％　（宿題やデイクテーションの小テスト、授業態
度等）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] In My Opinion
[Author(s)]　Iino, Hether J Satoh, Fujii, Yabuta, Nakamura and
Ohata
[Publisher] Kinseidou (金星堂）,2018
[ISBN] 978-4-7647-4058-7
[Comments]　1900 yen plus tax

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　規定に従って慎重に、スムーズに登録し、早めのテキス
ト購入により、全体をサッと読んで、流れを理解しましょ
う。

　遅刻や欠席が無いようにベストを尽くして授業に臨みま
しょう。

　予習が不可欠となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1.授業の進め方等の説明と学生による英語での自己紹介他
己紹介
 2.Unit 1 Dogs or cats?
 3.Unit 2 Dubbing or subtitling?
 4.Unit 3 Traveling on your own or in a group tour?
 5.Unit 4 Paper bags or plastic bags?
 6.Unit 5 Do we need TV broadcasting or not?
 7.Unit 6 Age-based or performance-based?
 8.Unit 7 Buying music online or buying CDs?
 9.Unit 8 Living with family or living alone?
10. "Placement Test"
11.Unit 9 Team sports or individual sports?
12.Uniy 10 Online shopping or in-store shopping?
13.Unit 11 Professional training or liberl arts? and Unit 12. Self-
driving cars or human-driven cars?
14. Unit 13. Boxed lunch or school cafeteria? and Unit 14.
Manga or novels?
15. Unit 15. More foreign workers or not?
   Final additional comments from the teacher and final
discussions
among the students, plus summary, overview and complement
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、特にリーディングおよびライティングに重点を置
きながら、英語の総合的技能を養います。リーディングにおい
ては英語の論理的な文章構造を理解することから始め、多種多
様な文章を読むことで母語を介さず大意と主旨を掴めるような
訓練をします。受講生それぞれが効果的なリーディング方法を
自律的に身につけることを目的とします。ライティングは容易
な描写から始め、センテンスからパラグラフが書けるように段
階的に学びます。授業では広範な事象を多角的に捉える力を育
む目的で、補強教材としてオンライン教材（ウェブサイト文章
や映像、画像）をふんだんに取り入れます。授業中はペアワー
ク・グループワークを通して受講生自らが考え、分析し、解決
策を見出すという能動的な学びを実践します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を英語の語順通りに読んで大意を掴むことが出来る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：リスニング、文章の一読、知らない単語の推測・辞書で
の確認（30min)
復習：レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの
学習（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%　（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ソロ・ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30% （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] WORLD ENGLISH 2 (Second Edition)
         Combo Split 2A
[Author(s)] Kristing L.Johannsen and Rebecca Tarver Chase
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-1-305-08947-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ず講師のウェブサイト上で確
認の上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1: Food From the Earth (A) (B)
3: Unit 1: Food From the Earth (C) (D)
4: Unit 1: Food From the Earth (Adjustments)
5: Unit 2: Express Yourself (A) (B)
6: Unit 2: Express Yourself (C) (D)
7: Review + Project 1
8: Unit 3: Cities (A) (B)
9: Unit 3: Cities (C) (D)
10: Placement Test
11: Unit 4: The Body (A) (B)
12: Unit 4: The Body (C) (D)
13: Unit 5: Challenges (A) (B)
14: Unit 5: Challenges (C) (D)
15: Term Test + Project 2
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

小谷　耕二

◎－－－　概要　－－－◎

　アメリカの「銃の普及」「食品業界」「金融業界」について
のドキュメンタリー映画の紹介記事を編集した教科書を用い
て、リーディングとライティングを中心に総合的な英語力を身
につけることを目標とした授業です。
　リーディングの学習ではテクストの精読と、速読による大意
把握を適宜交えて、読解力を伸ばしていきます。精読では、英
語の基本的な語彙、語法、構文等に留意して、文意の正確な理
解力の習得をめざすとともに、速読では、英文を語順どおりに
前のほうから理解する力や、パラグラフの構成に着目し英文の
大意を把握する力を身につけます。
　ライティングでは、教科書の本文中に出てきた重要表現を使
いこなす練習を行い、基本的な表現力を身につけます。
　数回の小テストに加え、中間試験を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 英語の基本的な語彙、語法、構文を理解し、身につける。
(知識・理解)

② 上述の①にもとづいて、センテンス・レベルで文意を理解で
きる。(技能)

③ 上述の①、②にもとづいて、英語の論理構造やパラグラフ構
成に着目して英文の大意を把握することができる。(技能)

④ センテンス・レベルで、英語として意味をなす簡単な文章を
書くことができる。(技能)

⑤ 上述の④にもとづいて、比較的短いパラグラフで自分の考え
を英語でおおむね表現できる。(技能)

⑥ 自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：次回の授業で読む章の本文を読み、おおまかな内
容を理解しておく。（45分）
　事後学習：学習した章の本文を、意味を確認しながら音読す
る。さらに、小テストに備えて、重要語句や表現を復習する。
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。なお、欠席は1回につき2点減点、遅
刻は1回につき1点減点します。

平常点：10％（到達目標⑥）
小テスト：20％（到達目標①②③④⑥）
中間試験：20％（到達目標①②③④）
定期試験：50％（到達目標③⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Documentary America--Food, Arms, and Financial
Industries
[Author(s)] 細川祐子
[Publisher]
[ISBN] 978-4-87571-701-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英和辞典をかならず持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction: 授業の進め方、成績評価、学習の仕方など
についての説明を受け、自己紹介の作文を英語で書いて提
出します。
2. Unit 1 Food, Inc.(1)
3. Unit 2 Food, Inc.(2)
4. Unit 3 Food, Inc.(3)
5. Unit 4 Bowling for Columbine (1)
6. Unit 5 Bowling for Columbine (2)
7. Unit 11 Review and Expansion on Food, Inc. and Bowling for
Columbine
8. 中間試験
9. Unit 6 Inside Job (1)
10. プレイスメントテスト
11. Unit 7 Inside Job (2)
12. Unit 8 Inside Job (3)
13. Unit 9 Inside Job (4)
14. Unit 10 Sicko
15. Unit 12 Review and Expansion on Inside Job and Sicko
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ルー，ペトラス　ウィレム

◎－－－　概要　－－－◎

Course Outline
In this course, students will read and study English texts to develop
comprehension and writing skills. There will be reading and
vocabulary homework every week. In-class writing will develop
expressive skill. There will be two main class tests: a mid-term
(lesson 8) and a term-end test (lesson 15).

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will increase vocabulary necessary to read more in-depth.
(知識・理解)

2. Students will practice reading skills to read English quickly and
accurately.(知識・理解)

3. Students will increase vocabulary to understand the world better.
(技能)

4. Students will work together to improve their communication skills
in English. (態度・志向性)

5. Students will improve confidence in reading English.(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Preparation and Review
Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading, comprehension questions and vocabulary study (1 hr).
Before the mid-term and final tests, students should review their
homework and the textbook contents.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
Student achievement will be measured in the following ways:

1. Homework: 20% (Textbook: Weekly in-class check)
2. Mid-Term Test: 40% (Textbook based Reading & Writing)
3. Term-End Test: 40% (Textbook based Reading & Writing)

* Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail because
the teacher cannot evaluate their classroom and homework efforts.

There is NO end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will be NO reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Reading Adventures 2
[Author(s)]: Carmelia Lieske & Scott Menking
[Publisher]: Cengage Learning
[ISBN]: 978-0-8400-3036-8
[Comments]: Please buy the book from the University bookstore.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Notices
To pass this course, students must:
- Actively participate in class
- Work in small groups
- Attend all (or almost all) classes
- Complete textbook homework

*The teacher’s office hour is Tuesdays, period 3 (13:00-14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Lesson Theme and Content
1. Course Introduction
2. Unit 1 Secret Worlds
3. Unit 2 Dangerous Jobs
4. REVIEW: Unit 1&2
5. Unit 3 Crystals
6. Unit 4 Life on the Move
7. REVIEW: Unit 3&4
8. MID-TERM TEST (40%): Units 1-4
9. Unit 5 The Senses
10. PLACEMENT TEST
11. Unit 6 Art: History and Mystery
12. REVIEW: Unit 5&6
13. Unit 7 Festivals
14. Unit 8 Heroes for the World
15. TERM-END TEST (40%): Units 5-8
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

原岡　薫

◎－－－　概要　－－－◎

英語の4技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指す。リーディングにおいては、英語の論理構造やパラグ
ラフ（段落）構成に注意しながら、簡単な英文の概要や要点さ
らには書き手の意図をしっかり理解すること、ならびに早く英
文を読むいわゆる速読の技能の習得を目指している。リスニン
グにおいても同様に、スピーチの概要や要点、さらに話し手の
意図を理解できるように、ノートの取り方（note-taking skills）
も含め基礎的な聞き取り練習を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

様々な英文を読解する(技能)

基礎的な英文法を確認する(態度・志向性)

文中におけるキーワードを理解する(技能)

速読のスキルを身につける(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
1）次の回でするUnitのWarm-upExercises（30分）
復習
1）学習したUnitのリスニングパートを使ったシャドーイング
2）語彙と内容把握問題の準備（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（10％）、小テスト（20％）、リスニング試験
（10％）、定期試験の結果（60％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]リーディングサクセス1
[Author(s)]佐藤明彦
[Publisher]成美堂
[ISBN]9784791947829
[Comments]￥2000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業には、辞書を持参のこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　講義の目標と進め方について

第2回　名詞と代名詞

第3回　形容詞と冠詞

第4回　副詞

第5回　比較

第6回　動詞と時制（1）

第7回　動詞と時制（2）

第8回　未来表現

第9回　主語と動詞の呼応

第10回　プレースメントテスト

第11回　不定詞と動名詞

第12回　分詞

第13回　助動詞

第14回　関係代名詞

第15回　関係副詞
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

谷口　雅基

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)などの検定試験対策を中心とした
総合的英語運用力の向上、日本人が苦手とする部分を克服するこ
と、また英語の自学自習法を身につけることを目的とする。現在の
個々人の英語力には差があることを考慮し、また最近の経済情勢を
も考慮し、前もって決まった一つの教科書を選択し購入する必要は
ない。毎回の授業において、日本人の英語学習法における弱点に関
する講義に加え、受講生の興味関心に沿った内容の教材を、TOEIC,
TOEFL, IELTS, STEPのウェブサイトから、学生自身および教師が選
択し、それをもとに、「聴く、話す、読む、書く」英語力、特に検
定試験対策力を培っていく。したがって、一つの教材に沿って進め
るのではなく、毎回異なった教材および内容にもとづいて英語の総
合力の向上を図る。現在の日本には、英語を学ぶための材料はあら
ゆるところにころがっている。検定試験のウェブサイトのみなら
ず、BBCやVOAの英語学習ウェブサイト、映画、テレビ、ラジオ、
新聞、雑誌、本、宣伝、看板、人の話などなど。外国語を身につけ
ようとする人は、常に学ぶ材料をキャッチできる鋭敏なアンテナを
立てていただきたい。そういう日ごろの材料集めと練習をとおし
て、将来にわたって成長する力を養っていただきたい。したがっ
て、この授業の目的は、上述の通り、TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP
検定試験対策を中心とした総合英語運用能力、日本人が苦手とする
部分を克服すること、そして卒業後もひとりひとりが自学自習に
よって向上し続けることができるよう英語独学法を身につけること
である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種英語検定試験対策能力を身に付ける。(技能)

英語で考え、英語を聴いて、英語で理解する能力を身に付ける。
(技能)

口頭で、自分の考えを英語で表現する能力を身に付ける。(技能)

英文を読み、直接英語で理解する能力を身に付ける｡(技能)

英文を読み、適切な日本語に翻訳する能力を身に付ける。(技能)

文章で、自分の考えを英語で表現する能力を身に付ける。(技能)

英文の文法構造、発音、イディオムなどの表現について知識を深め
る。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこと
ができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各学生は、自分が担当する英文を、TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英
検)の英語学習ウェブサイトから、自分の英語力のレベルに相当す
る一部を選択し、自分の発表日の１週間前までに、教員へメールで
送る。学生は、自分が選択したテスト問題を解答し、発表する。授
業では、教員が詳細を解説し、クラス全員で、学習する。  （30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

学生自身が選択し準備した課題英文の発表（３０点）
定期試験（７０点）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テキストは使用しません。TOEIC, TOEFL, IELTS,
STEPのウェブサイトを活用します。
[Author]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

TOEIC: http://www.iibc-global.org/toeic.html
TOEFL: https://www.ets.org/jp/toefl
IELTS: https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts/prepare/free-
practice
STEP(英検): http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/
BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
VOA Special English: http://www.manythings.org/voa/scripts/
他適宜、授業で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の目的、進め方の説明。教師と学生の自己紹介。宿題
の説明。
2.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト問
題の学習および全般的英語学習法、英語の語法。
3.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト問
題の学習および全般的英語学習法、日英の文構造の比較。
4.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト問
題の学習および全般的英語学習法、日英の慣用表現の比較。
5.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト問
題の学習および全般的英語学習法、日英の文化的表現の比
較。
6.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト問
題の学習および全般的英語学習法、日英の論理的表現の比
較。
7.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト問
題の学習および全般的英語学習法、イントネーションに焦点
をおいた英語聴き取り法。
8.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト問
題の学習および全般的英語学習法、リズムに焦点をおいた英
語聴き取り法。
9.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト問
題の学習および全般的英語学習法、母音、子音に焦点をおい
た英語聴き取り法。
10.プレイスメント・テスト
11.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、音変化に焦点をおいた
英語聴き取り法。
12.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、音省略に焦点をおいた
英語聴き取り法。
13.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、映画英語の聴き取り練
習。
14.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、英語独学法。
15.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習法のまとめ。
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高瀬　和子

◎－－－　概要　－－－◎

企業がグローバル化していく中で、企業の中には、コミュニケーションに
必要な英語能力を測定する基準としてTOEICテストのスコアを用いるとこ
ろが多くなっているようです。
この講義では、TOEIC L&R Test の問題形式や解き方に慣れると同時にス
コアアップを目指してテスト対策をしながら、英語力をつけます。また、
各トピックでよく用いられる語彙や、その語彙がどのような状況で使われ
るかといった背景知識もあわせて学びます。テキストの問題を解きなが
ら、実際にビジネスの場面や日常生活で使える英語を習得します。
テキストは、各ユニットが実際のテストに近い形式で、リスニング・セク
ションとリーディング・セクションで構成されています。
各ユニットは次のように進めます。
【Warm-up】・ Check Your Vocabulary! : 単語とその意味の問題を解きま
す。単語がヒントになったり、単語を知らなければ解けない問題もあるの
で、ここで英語の語彙力を増強します。
・Word Association : 日本語に対応する英語表現を学びます。声に出して正
しく言えるように練習します。
【Listening Section】 ・Part 1～Part 4 のリスニング問題を解きます。リス
ニング力を強化するために、ディクテーションやシャドーイングの練習を
します。
【Reading Section】・Part5 短文穴埋め問題を説き、文法事項を確認しま
す。
・Part6～Part 7長文穴埋め問題、長文読解の問題を解きます。広告やＥ
メール、手紙、告知などいろいろな文に接して、早く解答できるように必
要な情報を素早く見つける練習をし、その後精読して内容を正しく理解し
ます。
【Self-Study Quizzes】各ユニットの最後で、リスニングテスト に挑戦しま
す。学習したことを生かして前回のテストよりも得点アップを目指しま
す。
〇全講義中、２回リスニングテストを受けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①「生の英語」の速度やリズムに慣れ、大体聞き取ることができる。(技
能)

②英語の短い表現を正しく声に出して言うことができる。(態度・志向性)

③日常生活や職場、TOEIC受験に必要な英語の語彙力を身に付ける。(知
識・理解)

④コミュニケーションや文書を読む為に必要な英文法を身に付ける。(知
識・理解)

⑤Eメールや告知などの英語の文書を読んで理解することができる(知識・
理解)

⑥英文に対する質問の答えを素早く見つけ出すことができる。(技能)

⑦自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むことがで
きるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回でするユニットのWarm-upを5分以内で実際のテストのように
解答する。辞書で調べてみる。(30分)
復習：学習したユニットの語彙、音声ダウンロードを使って、スクリプト
のリスニングや音読、Reading パートの英文を音読する。(30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点１５％（到達目標②⑦）
・毎回の小テスト１５％（到達目標①②③）
・リスニングテスト：２０％（到達目標①）
・定期試験：５０％（到達目標③④⑤⑥）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Keys to THE TOEIC Listening and Reading
Test GOAL →　５００  4th Edition
[Author(s)]Mark. D. Stafford
[Publisher] Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55262-5
[Comments]テキスト1800円税別

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の始めと終わり頃に約10分近くテスト形式になる。
・辞書を必ず持参して、わからない時は調べる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction: 授業の進め方、予習・復習、出欠評価、成績
評価基準および方法などについての説明を受ける。
Unit 1: Daily LifeーWarm-Up, Listening Part 1, Part 2
2.Unit 1: Daily Life -- Listening, Reading：品詞の区別、広告
   Unit 2: Places -- Listening, Reading : 手紙、カード
3. Unit 3: People--Listening, Reading : 代名詞、Ｅメール
　 Unit 4:  Travel--Listening
4. Unit 4:  Reading : Ｅメール、広告・告知
   Unit 5: Business--Listening
5. Unit 5: Reading : 動詞の形、メモ・Ｅメール
   Unit 6: Office--Listening. Reading : 手紙、テキストメッ
セージ・手紙
6. Unit 7: Technology -- Listening, Reading: 語い、Ｅメール・
ウェブサイト
   リスニングテスト
7. Unit 8: Personnel -- Listening, Reading : 手紙、記事
8. Unit 9: Management -- Listening, Reading : 接続詞、告知・
テキストメッセージ
9. Unit 10: Purchasing-- Listening, Reading: 告知、手紙・レ
シート・Ｅメール
 Unit 11: Finances -- Listening
10.　プレイスメント・テスト
11. Unit 11: Finances -- 時制、Ｅメール・レポート
    Unit 12: Media -- Listening
12. Unit 12. Reading: Ｅメール・記事
    Unit 13: Entertainment -- Listening, Reading : 前置詞、Ｅ
メール
13. Unit 14: Health -- Listening, Reading : Ｅメール、
ＦＡＸ文書
14. Unit 15: Restaurants -- Listening, Reading: 熟語、用紙・Ｅ
メール・ウェブサイト
15. リスニングテスト
    まとめ
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原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICに頻出する問題の演習および解説を行
う。TOEIC形式の問題に慣れるとともに、頻出語彙の習得や文
法事項の復習も各ユニットで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC600点が取得できる程度の語句や文法事項を身につけ
る。(知識・理解)

②TOEIC600点が取得できる程度の英文を読み解く・聞き取る
ことができる。(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのWarm Upを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文や文法の理解力および英単
語の習得を評価する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Key to the TOEIC Listening and Reading Test
Goal 600
[Author(s)]Mark D. Stafford
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55263-2
[Comments]テキスト価格各￥1,800
テキストの買い間違いに注意。緑色の表紙。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 Daily Life　品詞の区別、広告
3 Unit2 Places　Eメール、カード・告知
4 Unit3 People　代名詞、テキストメッセージ・記事
5 Unit4 Travel　Eメール②、ウェブサイト
6 Unit5 Business　動詞の形、メモ
7 Unit6 Office　手紙
8 Unit7 Technology　レポート・テキストメッセージ
9 Unit8 Personnel　手紙②、記事②
10 プレイスメント・テスト
11 Unit9 Management　接続詞、告知②
12 Unit10 Purchasing　Eメール③、広告②
13 Unit11 Finance　時制、広告③
14 Unit12 Media　手紙③、記事③
15 Unit13 Entertainment　前置詞、Eメール④
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劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to get fully prepared for
different kinds of English tests, such as IELTS, TOEIC, etc. There are
fifteen sets of practices, with each one focusing on a different topic
for listening practice, grammar practice, and reading practice as well.
Homework will be given at the end of each class. A short test will be
given every four weeks, so students must review course content after
each lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn necessary skills and strategies for English tests.
(技能)

2. Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner.(態度・志向性)

3. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next chapter (30 minutes), and
prepare for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標2)
Presentations (2 times): 25% (到達目標1, 2)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 3)
Final listening test: 15% (到達目標3)
written report: 5% (到達目標1, 2)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Go for the TOEIC Test (New Edition)
[Author(s)]浅間正通/ Nicholas Lambert
[Publisher]Eihosha
[ISBN]978-4-269-66042-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Every four weeks, before the class starts, students will have a test related to the
content of the previous classes.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the
next week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to
the final score.

Students must come to class during test weeks, because the score of tests will be
calculated into the final score.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction

Week 2
Presentation: Real Estate/ Chapter 1 Real Estate/ Homework: question 24̃28 on
page 13

Week 3
Presentation: Environment/ Chapter 2 Environment / Homework: question 25̃29 on
page 19

Week 4
Presentation: Journalism/ Chapter 3 Journalism/ Homework: question 12̃16 on
page 21

Week 5
Presentation: Food products/ Chapter 4 Food products/ Homework: question 24̃28
on page 32

Week 6
Test 1 [Chapter 1̃4]/ Chapter 5 Manufacturing

Week 7
Presentation: Finance / Chapter 6 Finance/ Homework: print practice

Week 8
Chapter 7 Sports

Week 9
Presentation: Education/ Chapter 8: Education/ Homework: question 21̃23 on page
59

Week 10
Placement test

Week 11
Presentation: Amusement/ Chapter 10 Amusement/ Homework: question 24̃28 on
page 74

Week 12
Presentation: Art / Chapter 11 Art/ Homework: question 12̃26 on page 76

Week 13
Test 2 (Chapter 6, 7, 8, 10 and 11)/ Chapter 13 Public services

Week 14
Chapter 14 Transportation/ final presentation

Week 15
Final presentation/ final listening test/ written report collection
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伊東　孝子

◎－－－　概要　－－－◎

Examination Skillsを伸ばすためのテキストを使用して、英語力
の強化を図ります。TOEICの総合対策のテキストと英検2級レ
ベルの文法、語彙、読解の力を養うための学習をします。一年
次の学習を更に発展させて、外部試験を利用して実用英語のコ
ミュニケーション能力を測るTOEIC と英検2級レベルのスコ
アーアップを念頭に置いて学習します。半ばで確認の小テスト
を行ない、学習を更に発展させて、学習した成果を確かめま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実用英語のコミュニケーション能力をが向上できる。(知識・
理解)

人が普通に話す速度やリズムを聞き取る力が向上する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業中に指定された箇所を予習してくること。特に次に
当たると指名された人は必ず予習が必要です。予習時間は30位
です。

復習：授業中に3回程度の小テストを行いますので、それまで
に学習した章の学習効果が確かめられます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと試験による評価。
定期試験を4割、毎週の学習状況（授業参加度、予習の確認、
小テストの結果を含む）5割、
授業態度（積極的な発言、お喋りをしない、居眠りをしない、
スマホを触らないなど）1割とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Achieve Your Best on the TOEIC Test
[Author(s)]Matthew Wilson
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-664-6
[Comments]自作プリント

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業参加度は重要なポイントになります。
毎回英和辞典を持参して下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方と出欠評価などについての説明を受け、
自己学習の方法を実践します。
（２回から15回は下記のとうりに進めます）
２．１章：旅行
３．前回の残りと、プリント
４．2章：オフィス
５．前回の残りと、プリント
６．3章：レストラン
７．前回の残りと、プリント、小テスト
８．４章：新聞・雑誌
９．前回の残りと、プリント
１０．プレイスメント・テスト
１１．5章：広告
１２．前回の残りと、プリント
１３．６章：就職活動
１４．前回の残りと、プリント
１５．7章：休暇、総括
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岡裏　浩美

◎－－－　概要　－－－◎

英語によるコミュニケーション能力を測る、TOEIC Listening &
Reading Test対策に特化した授業です。TOEICの頻出語彙、文法
事項、テーマの説明に重点を置きながら、実際の出題傾向に
沿った問題演習や解説を繰り返すことで、英語の基礎力を高め
るとともに、スコアアップを目指します。

また、TOEICテストのリスニングとリーディングセクションを
バランスよく学習することで、国際コミュニケーションに必要
とされる実践的な英語力を強化します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの全パート（Part1～7)について問題練習を繰り返
し、出題形式に慣れることができる。(技能)

ビジネスや日常のコミュニケーションで必要となる、実用的な
リスニング力や読解力を習得できる。(技能)

TOEICの頻出語句、文法事項の知識を習得できる。(知識・理
解)

課題や単語テストを通じて、自律的かつ積極的に英語学習に取
り組むことが出来る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの、Vocabulary欄の語彙を調べてお
いて下さい。また、各章のReading Sectionで学ぶ要点（Training
Point)を読み、内容を理解したうえで、Part5-7の問題を事前に
解いておいて下さい。授業は予習を前提に進めます。

復習：Listening Sectionについては、授業で配布するScriptをも
とに内容を理解した上で、再度音声を聞き取る練習をして下さ
い。
Reading Sectionは、TOEICの頻出語句、文法事項、解答のコツ
を再度学習し、知識の定着と共にTOEICテストのスコアアップ
を目指しましょう。

＊必要に応じて宿題（発展問題など）を課します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習状況（授業や課題への取り組み方、単語小テス
ト）：40％
・学習達成度確認テスト：30%
・定期試験：30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]THE TOEIC TEST TRAINER TARGET 470, REVISED
EDITION
[Author(s)]Masahiko Yamaguchi, George W. Pifer
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-4-86312-260-4
[Comments]2017年発行　2000円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回授業には必ずテキストと辞書を持参して下さい。

他の学生への迷惑行為となる授業中の私語や居眠り、また
は、授業に関係のない行為（携帯電話の使用、他の教科の
予習や復習、飲食など）には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　授業ガイダンスとTOEICテストの概説
2.  Unit 1 予定‐動詞・5文型
3.  Unit 2　数量を尋ねる‐名詞
4.  Unit 3　命令・依頼－形容詞・副詞
5.  Unit 4　広告・宣伝‐フレーズリーディング
6.  Unit 5　時間を尋ねる‐動名詞
7.  Unit 6　場所を尋ねる‐to不定詞
8.  Unit 7　確認‐分詞
9.  Unit 8　留守電‐スキャニング
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 9　アドバイス‐受動態
12. Unit 10　誘い‐比較
13. Unit 11　申し出‐関係詞
14. Unit 12　講演者紹介‐スキミング
15. 学習達成度確認テスト（リスニング含）

＊単語の小テストを1回実施する予定です。
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 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

山崎　美穂子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、英語によるコミュニケーション能力を総合的に
評価するTOEIC Listening and Reading Testの受験対策のためのテ
キストを用いて、英語のリスニング力、文法力、読解力を養い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出する語彙・表現を身につける。(知識・理解)

②ビジネスや日常での会話、トークに慣れ、リスニング能力を
伸ばす。(技能)

③英語の文章を速く、正確に読解するスキルを伸ばす。(技能)

④積極的に問題に取り組み、自律した学習態度を身につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で学習するUnitのWarm Upは前もって記入し、
Srrategiesに事前に目を通し、ReadingのPracticeを解答しておく
(60分)。
復習：学習したUnitの問題で、間違ったところを見直し、小テ
ストに備える(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業態度・参加状況：30％　（到達目標④）
小テスト：25％（到達目標①②③④）
定期試験：45％ （到達目標①③）
欠席が多いと授業態度や参加状況を踏まえての総合的な評価が
できず、単位の取得が困難になる場合があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Key Strategies for Success on the TOEIC L&R Test Level
500
[Author(s)] Atsuko Nishitani 他
[Publisher]　 朝日出版社
[ISBN]　9784255156361　
[Comments]　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず辞書を持参のこと。（電子辞書可)
携帯電話での辞書機能使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Unit L-1：人物が写っている写真、
　Unit R-1：品詞
3. Unit L-2：人物が写っていない写真、
　Unit R-2：動詞の形 (能動態・受動態)
4. Unit L-3：疑問詞疑問文、
　Unit R-3：動詞の形（時制・その他）
5. Unit L-4：Yes/No疑問文・その他の疑問文、
　Unit R-4：前置詞・接続詞
6. Unit L-5：平叙文・意外な応答、
　Unit R-5：代名詞・関係代名詞
7. Unit L-6：機能別疑問文、
　Unit R-6：長文穴埋め問題
8. Unit L-7：次の行動、
　Unit R-7：広告・チャット
9. Unit L-8：問題点・提案・申し出、
　Unit R-8：Eメール・手紙
10. プレイスメント・テスト
11. Unit L-9：目的・依頼・意図、
　　Unit R-9：告知・社内回覧
12. Unit L-10：録音メッセージ・アナウンス、
　　Unit R-10：記事
13. Unit L-11：トーク・会議・ニュース、
　　Unit R-11：ダブルパッセージ
14. Unit L-12：グラフィック（図表）問題、
　　Unit R-12：トリプルパッセージ
15. Unit L-13：Review (Parts 1 & 3)、
　　Unit R-13：Review (Parts 5 & 6)



2019-SJ00009612-31インターミディエイト・イングリッシュⅡ「J ESP-8」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this ESP course, students will practice speaking, listening, reading,
and writing skills to prepare for the International English Language
Testing System (IELTS) test. This official English test has merit all
around the world. The teacher will give advice about vocabulary and
students will practice a variety of skills to increase their English
vocabulary. They will learn effective ways to read, write and speak in
English. For example, they will learn how to use different words and
expressions with the same meaning. Students will complete IELTS
style writing practice for homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve their ability to speak English.    (知識・理
解)

2. Students will improve their ability to listen in English. (知識・理
解)

3. Students will improve their ability to read English. (知識・理解)

4. Students will improve their ability to write in English. (知識・理
解)

5. Students will practice different types of IELTS test questions, so
they will know how to prepare for the IELTS Test.(技能)

6. Students will develop their confidence to think and speak in
English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Writing homework 20% (10 + 10) (到達目標4)
Listening tests 20% (10 + 10) 到達目標2)
Reading tests 20% (10 + 10) 到達目標3)
Speaking test 20% (到達目標1)
End of term (writing) exam 20%

※There are is no score for attendance.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.

※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework;
4. must complete one speaking test.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What is the IELTS test? How does it compare with the TOEIC
test?
Checking some examples of IELTS test reading, writing,
listening and speaking questions.
Checking the usual writing style of numbers.
2. IELTS writing test part 1 practice: pie charts.
3. IELTS writing test part 1 practice: line graphs + writing
homework #1
4. IELTS listening test advice and practice.
5. IELTS listening test #1
6. IELTS speaking test advice and practice #1
7. IELTS speaking test advice and practice #2
8. IELTS speaking test
9. IELTS reading test advice and reading test #1.
10. PLACEMENT TEST
11. IELTS writing test part 2 practice + writing homework #2
12. IELTS listening test #2
13. IELTS reading test #2
14. IELTS End of term exam review and practice.
15. IELTS End of term exam review and practice.



2019-SJ00009612-32インターミディエイト・イングリッシュⅡ「J C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。学期末にポート
フォリオを提出してもらい、成績評価の材料とします。
　文法問題を解く際は大学受験に使用した参考書を持参する。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のリスニングの基礎力を身に付けることができる。(技
能)

②英語のリーディングの基礎力を身に付けることができる。
(技能)

③英語のグラマーの基礎力を身に付けることができる。(知
識・理解)

④授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの課題を学習します。（60分）
復習の際ポートフォリオ（ファイルのようなもの）に学習内容
を記録し行きます。日付、学習した項目、知らない単語や表
現、間違えた問題の反省などを記録しておきます。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

復習テスト(50%)(①②③を基準として評価)

授業中の学習内容及びコンピュータの学習履歴(50%)(①②③④
を基準として評価)

 
※定期試験期間中に試験は実施しません。よって再試験も実施
しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]　reallyenglish
[ISBN]
[Comments]　5000円程度。インターネット教材であるため
にiSBNはない。前期に引き続いて、後期も同じ教材を使用
するため、改めて購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Grammar１
2 Reading 1
3Listening  1
4 Grammar 2
5  Reading 2
6  Listening  2
7 Grammar 3
8  Reading 3
9  Listening  3
10 プレイスメント・テスト
11 Grammar 4
12 Reading 4
13  Listening  4
14 復習テスト
15 総復習および追試



2019-SJ00009612-33インターミディエイト・イングリッシュⅡ「J C&O-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

文法・リーディング・リスニングのいずれかの練習課題を行
う。進捗度合いは、１回の授業で２ユニットの目安で進めてい
くが、早く終わった場合は、自宅学習として行う２ユニットも
行う。単に、問題をこなすだけではなく、理解できなかった箇
所や知らない表現等をノートに書き出していくことで、安定し
た習熟と効率的な学習ができるように心がけていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)英文法の基礎知識や英語読解力を培う。(知識・理解)

(2)リスニング力をが向上する。(技能)

(3)授業外でも英語力の養成に力を注ぐことができる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業で課された課題を計画的に進めていくようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1)指定された課題：40％（到達目標(1)(2)）
(2)小テスト及び学習ノート：10％（到達目標(2)(3)）
(3)最終テスト：50％（到達目標(1)(2)(3)）
　（定期試験期間中の試験は実施しません。よって再試験も実
施しません。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]reallyenglish
[ISBN]インターネット教材のためISBNはない。
[Comments]5000円程度。前期、後期ともに同じ教材を用い
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

期日までに課題を提出することを忘れないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回のテーマを上げる。内容は文法・リーディング・リス
ニングの順番で行う。
１　文法課題
２　リーディング課題
３　リスニング課題
４　文法課題
５　リーディング課題
６　リスニング課題
７　文法課題
８　リスニング課題
９　文法課題
１０　プレイスメントテスト
１１　リーディング課題
１２　リスニング課題
１３　文法課題
１４　試験
１５　まとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

木原　誠

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、毎週映画のシナリオをワンシーンごとに区切り、全
体の文脈を考慮しながら、翻訳すること、及び音楽の歌詞を二
つ取り上げて精読を試みる。また、重要な構文、慣用句を暗唱
し、この応用を英作文に活かすための訓練も行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　文脈全体の中で解釈できる能力を身につける。
(知識・理解)

個々の文章と全文を理解した上で、それを暗唱し、適切に表現
する力を身につける(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスの計画（各15回）に記されているところに従い、各授
業で行なった英文（重要構文・文法、単語・熟語）の暗唱、読
解を必ず復習し、次回の授業で行う英文の読解を予習しておく
こと。 予習の目安は30分、復習30分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
評価は定期試験を原則、50点とし、発表点（各授業の復習、予
習の評価）と授業内でのテスト（一回）との総合によって評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　プリント配布
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

プリント配布

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な発表点を重視するため、授業の積極的参加に心が
けたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第一回
オリエンテーション
第二回
映画の第１シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第三回
映画の第２シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第四回
映画の第３シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第５五回
映画の第４シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第六回
映画の第5シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第七回
映画の第6シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第八回
映画の第7シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第九回
映画の第8シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十回
映画の第9シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十一回
映画の第10シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十二回
映画の第11シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十三回
映画の第12シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十四回
本授業の纏め、総括的見解。
第十五回
試験について（プレテストを実施）



2019-SJ00009613-19インターミディエイト・イングリッシュⅢ「J R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

柴田　千秋

◎－－－　概要　－－－◎

英字新聞を題材にした時事英語入門のリーディングテキストを
用います。現代の日本におけるさまざまな話題についての英文
記事を読み、内容を理解するとともに、多彩な作業を通して英
語の運用能力を高めて行きます。まず、記事を読む前に話題に
関連する重要語句や構文、英字新聞の基礎知識などを学びま
す。記事を読んだ後は要約文を完成し、内容を確認する設問に
答えていきます。各課の記事に関連する短い英文を速読するこ
とで、速読の訓練もして行きます。また、学習した課の語彙や
構文を復習する小テストを、次回の授業の最初に毎回行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を理解するために必要な語彙を増やす。(知識・理
解)

長文の読み取りに必要な文構造を把握する。(技能)

英語による要約文を完成する力をつける。(技能)

英文記事を速読する力をつける。(技能)

簡単な英文を書く力をつける。(技能)

自発的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習については、次回の課を読んで知らない単語を確認し辞書
で引いてくること。（４０分）
復習については、学習した課の重要な単語や構文を覚えて書け
るようにすること。（４０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点（授業での発表）１０％（到達目標⑥）
各課の復習小テスト２０％（到達目標①）
速読テスト１０％（到達目標④）
学期最終回前に行う復習テスト３０％（到達目標②③⑤）
定期試験３０％（到達目標②③⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Insights 2019
[Author(s)]村尾純子、深山晶子、椋平　淳、辻本智子、
Ashley Moore
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740754
[Comments]価格1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には予習して臨み、必ず辞書を持って来ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方、評価の仕方の説明 / Chapter 1: Let’s
Look at Study Abroad Statistics
2. Chapter 2: “Unmeltable” Ice Cream
3. Chapter 3: Never Stop Longing
4. Chapter 4: Therapeutic Yoga!
5. Chapter 5: Say Goodbye to Sleepless Nights
6. Chapter 6: Hot and Humid
7. Chapter 7: Power of Art Helps Catch Criminals
8. Chapter 9: War on Food Waste
9. Chapter 10: Lupin the Third Never Ages
10. Chapter 11: Bacteria Could Curb Tsunami
11. Chapter 13: A Worm Knows!
12. Chapter 15: Young Blood Sustains Old Demons
13. Chapter 18: China’s “Earthquake” of Waste
14: 復習テスト
15: まとめと解説
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キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice Reading and Writing
skills.
While classes will focus on reading and writing, the class will also
involve listening and  speaking activities.
Students will complete weekly homework activities.
A mid-term test in Week 7, and a final test in Week 15
Students are expected to take notes when the teacher explains certain
grammar points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be better able to read and comprehend written
information and ideas on many topics.(技能)

2. Vocabulary knowledge will improve.(知識・理解)

3. Knowledge of correct grammar will increase.(知識・理解)

4. Students will be able to write about many topics, and better
communicate what they are thinking.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/
interview, journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30
minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。
20% - Classwork and Textbook Activities and Homework (到達目標
1,4)
20% - Vocabulary Homework (到達目標2)
20% - Journal Writing Homework (到達目標3,4)
20% - Midterm Test (到達目標1,2,3,4)
20% - Final Test (到達目標1,2,3,4)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping
during class; for checking phone during class; for not concentrating
during class; for speaking Japanese during class; for disrupting class; for
not cooperating with teacher’s instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will
effect your overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a
score of zero.
Students may not use smartphones during class time, except for
activities given by the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways, Second Edition: Reading, Writing, and Critical
Thinking
[Author(s)] Mari Vargo; Laurie Blass
[Publisher] Cengage
[ISBN] 9781285450575
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview / Classroom guidelines and syllabus /
Introduction to textbooks (homework guidelines, and other
course materials)
2 Unit 1: Our World / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
3           Unit 1: Our World / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
4 Unit 2: Career Paths / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
5 Unit 2: Career Paths / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
6 Unit 3: Adventure / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
7 Unit 3: Adventure / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
8 MID-TERM TEST  + Unit 4: The Visual Age / Reading
1 / Grammar and Writing Activities /
9 Unit 4: The Visual Age / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
10 Unit 5: Taking a Risk / Reading 1 / Grammar and Writing
Activities
11 Unit 5: Taking a Risk / Reading 2 / Grammar and Writing
Activities
12 Unit 6: Saving the Wild / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
13 Unit 6: Saving the Wild / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
14 Review and complete unfinished sections in Units 1-6.
Final Submission of portfolios (notebook activities, etc).
15 Final Test
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in reading and writing.
Students have to participate in class and group activities. If students
do not participate, it will not only be unfair on others, but it will be
very difficult for you to pass the course.
During the semester, there will be a number of quizzes to review the
material covered in class. The scores from the quizzes will be a
component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is important.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have studied in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will study aboutEnglish writing layout. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

Students will improve English sentence construction. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

3. Students learn how to express themselves in various topics. (skills)
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
In Class Final Exam: 30%
Class Quizzes: 25%
Homework: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period (teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write (Second Edition)
[Author(s)]David Moore and David Barker
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-47-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment.
2. Basic English Writing Methods
3. Basic English Writing Methods, Part 2
4. Basic English Writing Methods, Part 3
5. Quiz: Writing Methods/Topic 1: Intoductions
6. Topic 2: Family
7. Topic 3: School Life
8. Topic 4: Friends
9. Written Test 1
10. Topic 5: Free Time
11. Topic 6: Memories
12. Topic 7: Travel
13. Written Test 2
14. Topic 8: Future
15. In Class Exam
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

熊抱　ゆかり

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語の４つの基本技能（読む、書く、聞く、話す）
のうち、「読む」・「書く」の能力養成を目指す。

講義では、人気漫画SNOOPYを題材にしたテキストを使用す
る。SNOOPYの4コマ漫画には、日常生活でよく使用される表
現が沢山含まれており、コミュニケーションに役立つ表現が楽
しく無理なく学べる。中には「オチ」が我々の笑いの「ツボ」
と違っている所もあり、異文化を学ぶのにも面白い教材と言え
る。各コマ漫画の後には、コマ漫画で使用された重要表現を確
認出来る練習問題が付いているので、問題を解いていくことに
より、文法や語法の知識を身につけると共に、語彙力の強化や
英作能力の向上に繋がる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な文法を理解し、英文を読むことが出来る(知識・理解)

アメリカ文化を理解することが出来る(知識・理解)

テキストで使用した語彙や熟語を使って英作文を書くことが出
来る(技能)

今後英語コミックなどを読む意欲を持つようになる(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲の予習をしてくること。（60分）
授業で行った内容を必ず復習すること。（60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績を60点、授業態度(授業への積極的な参加20点
と発表・予習状況等20点)を40点で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SNOOPY's World of English
[Author(s)]　小中秀彦
[Publisher]　朝日出版社
[ISBN] 　　　 978-4-255-15444-2

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業には必ずテキストを持参すること。携帯電話は
必ず電源を切り使用しないこと。マナーを守って授業に臨
んで下さい。和英・英和辞書持参での参加が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit1:Did he tell you to stop winking at girls?
2.Unit2:I could have had an older　sister to look up to
3.Unit3:Why don't we just keep it our little secret?
4.Unit4:All right, gang, it's time to start our spring training!
5.Unit5:How about an hour's worth of doughnuts?
6.Unit6:I imagine the life of a surgeon can be very rewarding.
7.Unit7:I forgot her in fourteen doughnuts!
8.Unit8:If a dog has a nice bite, he just gets yelled at!
9.Unit9:She asked me to fill out an accident report!
10.Unit10:When I look back, I can see him still waving.
11.Unit11:Not used to dealing with a perfectionist, huh, ma'am?
12.Unit12:I think you'd look ridiculous wearing Mickey Mouse
shoes!
13.Unit13:They say that grandparents like to spoil their
grandchildren.
14.Unit14:It's gratifying to have a dog greet you when you get
home from school.
15.Unit15:I'm surprised that no one else has thought of doing this
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高木　仁美

◎－－－　概要　－－－◎

この世界は、今や予想以上のスピードで変化しています。そこ
で、未来を占うキーワードを通して、私たちの世界はどうなっ
ていくのかという予想を、有力紙やニュースサイトから選んだ
記事を使って、読んでいきます。リーディング力を伸ばすこと
はもちろんですが、記事に示された意見に対し、皆さんがどの
ように感じるのか、自分なりの考えを持ってもらいたいと思い
ます。人工知能やビッグデータの導入による社会経済動向の変
化に至るまで幅広いトピックをぜひ読みこなす力を備えてもら
いたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

いろいろな側面からの英文を読む力が付く(技能)

社会の出来事を自分で考えるようになる(態度・志向性)

世界の動きにより興味を持ち、積極的にいろいろな英文情報を
チェックするようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習:授業予定箇所は、まず目を通し、わからない単語や事柄
は調べるようにしましょう。練習問題もまず自分でやっておき
ましょう。(90分)
復習:授業でやったところは、きちんと見直し、不明な点のな
いようにしましょう。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験70％、平常点30％で評価します。
定期試験では、授業でやった内容や練習問題の解答をきちんと
理解しているかどうかを見ます。平常点は、授業態度や授業で
の発表(和訳や問題の解答など)をチェックします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]15Topics for Tomorrow's World
[Author(s)]Aya Miyamoto
[Publisher]Shohakusha
[ISBN]9784881987414
[Comments]価格1900円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に入る前に出席をチェックします。
辞書を持ってくること。スマートフォンを辞書代わりに使
うことは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. General Information: 授業に関する全体的な説明、および
簡単な単語テスト
2. Unit 1: How Artificial Intelligence Impacts Senior Care 人工
知能と高齢者介護
3. Unit 2: China Could Be the Future of the Sharing Econoy
シェアリング経済の未来は中国にあり
4. Unit 3: Plastic Microbeads Ban Enters Force in UK
5. Unit 4: Japan Considers Crime Prediction System Using Big
Data and AI　ビッグデータと人工知能を用いた犯罪予測シ
ステム
6. Unit 5: The Toll of America's Obesity アメリカの肥満蔓延
と政府の責任
7. Unit 6: Sex Education Given LGBT-inclusive Overhaul in
Wales ウェールズにおけるLGBTも包括した性教育改革
8. Unit 7: Autonomous Cars Likely to Benefit Elderly in Future
自動運転と高齢者の未来
9．Unit 8 : Millenials Go Minimal ミレニアル世代のミニマ
ルな消費傾向
10. Special Unit: Namie Amuro,"The Madonna of Japan," Is
Retiring, But Her Style Influence Lives on 時代とリンクした
安室奈美恵
11. Unit 9: Esports-FIFA's eWorld Cup Catching up with the
Real Thing 本家に迫るFIFA eワールドカップ
12. Unit 10: Is ’Snapchat Dysmorphia' Really Something to be
Worried about? 加工自どり画像と理想の自分とのギャップ
13. Unit 11: Why Isn't Nutrition Education a Priority in Public
Schools? ニューヨーク市の公立学校における食育の取り組
みと課題
14. Unit 12: Tech CEOs Back Call for Basic Income as AI Job
Losses　Threaten Industry Backlash IT企業のトップがベー
シックインカムを支持する理由
15. 前期のまとめと試験について
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浅田　雅明

◎－－－　概要　－－－◎

TOEFLの受験を念頭に実践的なトレーニングを行い、リスニン
グとリーディング、それに加えて英文法のバランスの取れた総
合的な英語力を強化します。これまでに学習した内容を復習し
ながら一歩進んだ内容に取り組み、さらなるスコアアップを目
指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができる。(技能)

英文の内容がを正確に早く理解できるよう、速読力を身につけ
る。(技能)

基本的文法事項を正しく理解できる。(知識・理解)

TOEFLで使用される語彙を理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットのWarm upを授業前に予習しておくこと。
（30分）
復習：授業後は授業中に間違った文法事項の再確認と付属の
CDでできる限り音声を聞いてください。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：授業の到達目標に記載した通り、英語を聞き取
る能力と語彙、文法の理解度、英文の内容をできるだけ早く理
解する能力を評価の基準とする。
成績評価の方法：各到達目標の達成度は、下記の方法と割合に
より評価します。
定期試験　６０％（テキストのリーディングセクションの理解
度）
リスニング試験　４０％（英語を聞き取る力）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Key Strategies for Success on the TOEIC Test 500
[Author(s)]Atsuko Nishitani
[Publisher]朝日出版
[ISBN]9784255156361
[Comments]テキスト価格1,800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初の授業から必ずテキストを持参してください

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週ListeningとReadingの各ユニットをひとつずつ進んでい
きます。この授業の最終日にはリスニング試験を実施しま
す。
1.Introduction
2.Unit L-1 人物が写っている写真
　Unit R-1 品詞
3.Unit L-2 人物が写っていない写真
  Unit R-2 動詞の形（１）
4.Unit L-3 疑問詞疑問文
　Unit R-3 動詞の形（２）
5.Unit L-4 Yes/No疑問文
　Unit R-4 前置詞／接続詞
6.Unit L-5 平叙文・意外な応答
　Unit R-5 代名詞・関係代名詞
7.Unit L-6 機能別疑問文
　Unit R-6 長文穴埋め問題
8.Unit L-7 目的・懸念・次の行動
　Unit R-7 広告・チャット
9.Unit L-8 言及・問題点・提案
　Unit R-8 E-メール・手紙
10.Unit L-9 申し出・依頼・意図
　 Unit R-9 告知・社内回覧
11.Unit L-10 録音メッセージ・アナウンス
　 Unit R-10 記事
12.Unit L-11 トーク・会議・ニュース
　 Unit R-11 ダブルパッセージ
13.Unit L-12 グラフィック問題
　 Unit R-12 トリプルパッセージ
14.Unit L-13 Review
　 Unit R-13 Review
15.LISTENING TEST
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小野　浩司

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICを初めて受験する学生、または、受験はしたけれど点数
が期待以下であった学生に、より高い点数を取るための方策と
英語力を身に着けてもらうための授業です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの概要を知り、自律的な英語学習者になるよう、
積極的に英語学習に取り組むことができる。(知識・理解)

リスニング問題を解くためのコツを身に着ける。(技能)

文法問題と長文問題を解くためのコツを身に着ける。(技能)

重要語句を身に着ける。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各UnitごとにPart7の部分を予習してください。わからな
い語句や構文などがあれば次回の授業中に質問できるようにし
てください。(45分)
復習：授業中に学習した重要語句をも一度確認してください。
(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：30% (到達目標１）
定期試験：70% (到達目標2,3,4)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]THE　TOEIC TEST TRAINER TARGET 650
[Author(s)]Masahiko Yamaguchi (他3名)
[Publisher]センゲージラーニング
[ISBN]978-4-8631-274-1
[Comments]テキスト価格2,000円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書は必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. TOEICテストの概要と授業の進め方
2. 提案　（2-5までは「時制」と「助動詞」)
3. 確認
4. 会話を始める
5. ニュース報道１
6. ニュース報道 2  (6-10までは「代名詞」、「前置詞」、
「接続詞」)
7. 義務
8. 理由
9. 苦情
10. 交通情報
11. Yes/Noで答える　（11-14までは「関係代名詞」、「仮
定法」、「分詞構文」)
12. 意見
13. 意見の不一致
14. 会議
15. Post-Test

各Unitに含まれる、ListeningとReadingの問題を解いてゆき
ます。
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新藤　照夫

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、各種検定の中でもとくに社会的ニーズの高い
TOEIC L&R の対策を集中的に行っていきます。実践的な
TOEICの問題を数多く解答することで、出題傾向パターン、頻
出語彙、文法項目等の特徴をより具体的に学修ながら、TOEIC
のスコアアップを目指します。また、TOEIC の学修を通じて、
国際化・グローバル化に対応できるレベルの実践的な英語表現
の習得も目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

❶教科書のVocabularyを習得し、解答に活用できる。(知識・理
解)

❷教科書の文法項目を理解し、解答に活用できる。(知識・理
解)

 自然な発話の音変化を理解し、ディクテーションできる。(技
能)

❹ペアワークや発表に積極的に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

●予習
　①次回の授業内容(Listening/Reading)の解答
　②リスニング部分（Part 4）のディクテーション
●復習
　①小テストに備えたPart 5の復習
　②Vocabularyの習得

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
①小テスト（2回）：20%（到達目標❶）　　
②定期試験：50%（到達目標❷）
③予習の取り組み状況や授業時の学修状況：30%（到達目標
❹）
※欠席・遅刻・途中退室は、積極的な学修状況とはいえないた
め、評価基準③に影響します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Beat Your Best Score on the TOEIC L&R Test
[Author(s)] 松岡昇、傍島一夫
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 9784881987452
[Comments] 1,900 円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

半期終了までのTOEICのスコア目標を各自設定の上、目標
を持って学修に取り組んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①オリエンテーション(授業の進め方・評価方法・TOEIC
の学習方法について)
② Shopping 「基本文型」 / At a Restaurant 「名詞の修飾」
③ Transportation 「文と文の接続」 / Entertainment 「知覚動
詞」と「使役動詞」
④ Accommodation 「助動詞」 / Employment 「その他の助
動詞」と「助動詞+完了形」
⑤ Communication 「時制」と「進行形」 / Negotiating 「現
在完了」
⑥ Giving a Presentation 「前置詞」 / Appointments 「不定
詞」
⑦ Review Test 1 (Unit 1～10の小テスト)
⑧ Public Facilities 「仮定法過去」 / On the Street 「仮定法
過去完了」
⑨ Vacation 「受動態」 / Environment 「動名詞」と「分詞
構文」
⑩ Housing 「関係代名詞」 / Meetings 「関係副詞」
⑪ Business Performance 「比較」 / Handling Customer
Complaints 「名詞」と「冠詞」
⑫ Advertising 「注意すべき名詞の数」と「数量形容詞」 /
At a Factory 「強調構文」と「倒置」
⑬ Listening Sectionの総復習
⑭ Reading Sectionの総復習
⑮ Review Test 2 (Unit 11～20の小テスト)および総復習
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廣田　恵美

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、TOEIC受験のために必要な基礎知識と英語力
を身に着けることを目指します。授業では、リスニング・リー
ディングの様々な問題を解きながら、その内容や文法事項など
に関して、板書を用いて説明していきます。また、各自が
TOEICの学習や受験スケジュールを設定できるよう、色々な情
報やアドバイスなどを提供していきます。１つのunitを1.5回の
授業ペースで進める予定ですが、受講者の学力等に応じ、適宜
学習内容を変える可能性があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの基本的な出題形式や解き方を知る。(知識・理解)

②ビジネス会話やアナウンス等の内容の大まかな内容が理解で
きるようになる。(技能)

③英語で書かれたメールや文書の形式や内容が理解できるよう
になる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

(1)授業で学習した内容を復習するため、ノートを読み返してお
くこと(６０分）(2)次回学習予定箇所の語句や用語を調べてお
くこと(３０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点(小テスト等含む）：２０％　(到達目標①）
・リスニング試験　：３０％　(到達目標②）
・定期試験　：５０％　(到達目標③）

なお、無届けによる遅刻や欠席が一定回数を上回る場合、単位
取得が難しくなる可能性があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] ESSENTIAL APPROACH FOR THE TOEIC L&R
TEST
[Author(s)] Naoko Osuka, Hisakazu Tsukano他
[Publisher] 成美堂
[ISBN]  978-4-7919-7189-3
[Comments]テキスト価格　￥2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業時に必ず辞書(紙または電子)を持ってくること。ス
マートフォンの辞書アプリの使用は認められません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction:　授業および成績評価等に関する説明、
    Unit 1 Arts & Amusement
２．Unit 1の続き　TOEICの各partの概略
３．Unit 4 Traffic & Travel 交通・旅行用語
４、Unit 4の続き、Unit 5 Ordering & Shipping
５．Unit 5の続き　動詞の時制
６．Unit 7 Research & Development 研究・開発用語
７．Unit 7の続き、Unit 9 Employment & Promotions
８．Unit 9の続き　不定詞と動名詞の使い分け
９．Unit 10 Advertisements & Personnel 人事用語
１０．Unit 10の続き、Unit 11 Telephone & Messages
１１．Unit 11の続き　助動詞の用法
１２．Unit 12 Banking & Finance 経済用語
１３．Unit 12の続き、Unit 13 Office Work &
      Equipment　オフィスでのやり取り
１４．Unit 13の続き、リスニング試験
１５．今学期の授業総括
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谷岡　敏博

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、TOEICやTOEFL、英検など諸英語検定試験の受験
の際に、
具体的な取得得点や合格級の合格に資する英語力をつけること
を目指します。
具体的に葉、英語の語彙、聴力、文法力それぞれのアップを目
指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１ TOEICや英検の問題への対応力をつける。
   TOEICは概ね400～600点台取得、英検は準2級～2級が目標と
なる。
(技能)

２ 英語の文法問題を解く際の着眼点を身につけ、聴解時の集中
力を向上させる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・語彙と文法問題を中心に復習をする（３０分以上）。
　語学の上達は特に復習が重要。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

①期末の定期試験 　・・・　約９０～８５％(到達目標1,2）
②授業での発表　 　・・・　約１０～１５％（到達目標1,2）
③ボランティア得点 ・・・　積極的発表に２点/回を加算する
(到達目標1,2）

注意：①進捗状況により追加課題を課す場合がある。
　　　　この場合、①②の評価割合が５～１０％増減する。
　　　②欠席過多の場合「授業での発表」の点から減点する場
合がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
　一歩上を目指すTOEIC Listening & Reading Test　Level 1

[Author(s)]
　北尾　泰幸他

[Publisher]
　朝日出版社

[ISBN]
　978-4-255-15614-9

[Comments]
  2017年初版　1700円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・TOEICやTOEFL、英検など諸英語検定試験での
　具体的得点や合格級の目標を持って受講する
　ことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週の予定
１回目　シラバス解説＆英語力診断

２回目　Unit １ リスニング、文法、読解問題他

３回目　Unit ２ リスニング、文法、読解問題他

４回目　Unit ３ リスニング、文法、読解問題他

５回目　Unit ４ リスニング、文法、読解問題他

６回目　Unit ５ リスニング、文法、読解問題他

７回目　Unit ６ リスニング、文法、読解問題他

８回目　Unit ７ リスニング、文法、読解問題他

９回目　Unit ８ リスニング、文法、読解問題他

10回目 Unit ９ リスニング、文法、読解問題他

11回目 Unit 10 リスニング、文法、読解問題他

12回目 Unit 11 リスニング、文法、読解問題他

13回目 Unit 12 リスニング、文法、読解問題他

14回目 Unit 13 リスニング、文法、読解問題他

15回目 Unit 12 リスニング、文法、読解問題他　　　　
Review

注：進捗状況により順番を変更する場合がある。
　　また、追加課題を課す場合がある。
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原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICに頻出する問題の演習および解説を行
う。TOEIC形式の問題に慣れるとともに、頻出語彙の習得や文
法事項の復習も各ユニットで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC500点が取得できる程度の語句や文法事項を身につけ
る。(知識・理解)

②TOEIC500点が取得できる程度の英文を読み解く・聞き取る
ことができる。(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのWarm UpとWord Bankを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキストの問題への取り組みや発表など積極的
な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文や文法の理解力および英単
語の習得を評価する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Journey to Success
[Author(s)]Makoto Kurata 他
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55003-4
[Comments]テキスト価格各￥1,900

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 Departure / Arrival　空港やフライトに関する語彙・
表現
3 Unit2 Homestay　日用品やホストファミリーとの会話に
関する語彙・表現
4 Unit3 Telephone　電話・通話に関する語彙・表現
5 Unit4 Shopping　買い物、店内表示、店員との会話に関す
る語彙・表現
6 Unit5 Getting Around　交通機関、道路施設、道の聞き方
に関する語彙・表現
7 Unit6 Eating Out　外食、メニュー、予約の仕方に関する
語彙・表現
8 前半の総括
9 Unit7 Parties and Celebrations　祭日やパーティでの会話、
社交に関する語彙・表現
10 Unit8 Hotel　ホテル、サービスの利用に関する語彙・表
現
11 Unit9 Sightseeing　観光や防犯、待ち合わせに関する語
彙・表現
12 Unit10 Staying Healthy　病気の症状やその説明の仕方に
関する語彙・表現
13 Unit11 Housing　賃貸契約、ルームメイトとの会話に関
する語彙・表現
14 Unit12 Studying Abroad　学業、学内施設、同級生との会
話に関する語彙・表現
15 総括
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濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

近年、最も社会的なニーズが高いTOEIC（Listening &
Reading）に関するテキストを使いながら、TOEIC力と英語力
の向上をはかります。教科書にある「基本戦略」を基に、基礎
から中上級レベルへと上がっていき、最終的には600点前後の
スコアが取れることを目指していきます。授業では実際にテキ
ストの問題を解き、その後、解答と解説を加えます。解説では
単に正誤を確認するだけでなく、TOEICに特徴的なポイントに
ついても触れ、補足資料（スクリプトや練習問題）を使ってさ
らなるスコアアップにつなげていきます。毎回、授業の冒頭で
前回の復習小テストを行い、学習したことを確実に身につけま
す。またリスニング試験を２度実施して、リスニング力をつけ
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの英語を正確に聞き、600点に達することができる。
(技能)

②TOEICの英語を正確に読み、600点に達することができる。
(技能)

③TOEICの構成や頻出問題を理解し、600点に達することがで
きる。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitの攻略ポイント（Skills）を読ん
で、学習内容を把握しておく。（２）配布されたプリントの問
題を解いておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）学習したUnitのリスニングパートを使ってシャドー
イングやディクテーションを行う。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標④）
・復習小テスト：30%（到達目標①②③④）
・リスニング試験：25%（到達目標①③）
・定期試験：30%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Level-up Trainer for the TOEIC TEST, Revised Edition
[Author(s)]Ayako Yokogawa, Tony Cook
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-4-86312-294-9
[Comments]テキスト価格 2,000円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフ辞書と
して使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 テスト形式を知る
３．Unit 2 基本戦略①
４．Unit 3 基本戦略②
５．Unit 4 英文の基本構造を見抜く
６．Unit 5 解答根拠の登場順
７．Unit 6 正解の言い換えパターンを知る
８．リスニング試験１
９．Unit 7 機能疑問文を聞き取る
１０．Unit 8　動詞の時制を見極める
１１．Unit 9　接続詞 vs. 前置詞
１２．Unit 10 複数パッセージの攻略
１３．Unit 11 接続副詞に強くなる
１４．Unit 12 NOT型設問のコツ
１５．リスニング試験２



2019-SJ00009613-31インターミディエイト・イングリッシュⅢ「J ESP-8」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本授業はCALL教室機能を使用した、TOEIC Listening and
Reading を受験する大学１年次生レベル以上の学力を備えた学
習者のためのスコアアップ対策講座である。TOEIC L＆R は今
や就職活動におけるエントリーシートにそのスコアを記入する
欄が設けてあるため、そこが空欄の場合、就職活動の最初の段
階でつまずくことにもなりかねない。つまり、TOEICのスコア
をできるだけ上げておくことは、大学生にとって就職前の基本
的心得の一つとなっているのである。TOEICスコアは練習に比
例してアップする。特にリスニング問題は苦手とする学習者が
多いので、しっかりとリスニング訓練をしておくことは、スコ
アアップに直結する部分がある。
使用するテキストのは、各ユニットがTOEIC L&R の全7パート
を網羅している。そして、毎回1 unit を学習する。実践感覚を
養うため、時間設定をしながら問題を解いていく。問題を解い
た後は解答と解説を行うが、解答は指名された受講者がワイヤ
レスマイクを通してReadingと併せて行い、解説は授業担当者
が行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質(語彙・文法・用法)およびその文化的背景(社
会・文化)に関する知識を身に着けることができる。(知識・理
解)

英語の4技能のうち特に聞く・読む能力を身につけることがで
きる。(技能)

TOEIC Listening and Reading でより高いスコアを取得する技術
を身につけることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：30分
復習：60分
授業中に時間設定を行い、問題を解く練習をするため、事前に
全ての問題を解く必要はないが、予習のため、Warm-Up、
Useful Expression、Grammar の部分はしっかり読んで理解して
おくこと。
毎回配付される前の週に学習したリスニング問題の印刷原稿を
使用して聞き取れなかったリスニング問題の復習をしておくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Listening と Reading で構成された復習テストで100%評価する。
復習テストを欠席した場合、申し出内容吟味の上、有資格者に
補填受験の機会を与える。定期試験期間中の試験は実施しな
い。したがって再試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING: Level 2
[Author(s)]Yasuyuki Kitao 他
[Publisher]　Asahi Press
[ISBN] 9784255155951
[Comments]　1700円(税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻をしないこと。辞書を携帯すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1. Introduction
  2. Unit　1 Eating Out
  3. Unit　2 Travel
  4. Unit　3 Amusement
  5. Unit　4 Meetings
  6. Unit　5 Personnel
  7. Unit　6 Shopping
  8. Unit　7 Advertisement
  9. Unit　8 Daily Life
 10. Unit　9 Office Work
 11. Unit 10 Business
 12. Unit 11 Traffic
 13. Unit 12 Finance and Banking
 14. 復習テスト 1
 15. 復習テスト 2
  



2019-SJ00009613-32インターミディエイト・イングリッシュⅢ「J C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

Through activities that teach students to pay attention to their own use
of English, this course will develop the conversation strategies needed
for smooth English communication. Students will also learn active
listening skills, vocabulary and common English idioms
(expressions). We will spend a week on each unit that we cover in the
text, with a test in class 8 and a final test in week 15. Each half of the
course will introduce a number of new speaking strategies, with
several covered more than once. Students will be expected to
complete five speaking homework assignments with a partner during
the course, as well as keep a log of new vocabulary which the
instructor will check.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will have a better understanding of the strategies used in
successful English communication. (知識・理解)

2. Students will improve their speaking and listening skills, and
develop their English vocabularies. (技能)

3. The course will help students develop greater confidence in English
conversation.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min-1 hour) Also, they should prepare for
the next unit in the textbook by checking the Spotlight on Vocabulary
section for any unknown words. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
Speaking Homework: 20% (goals 1, 2)
Vocabulary Log: 10% (goal 2)
Test: 20% (goals 1, 2)
Final Test: 20% (goals 1, 2)
Self-Check: 10% (goals 1-3)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communication Spotlight: Intermediate
[Author(s)]Graham-Marr
[Publisher]Abax
[ISBN]9781896942674
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in. Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The teacher's office hour is on Mondays, period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2: Part-time jobs
3: Describing people and work (Homework: Speaking
Homework 1)
4: Describing complex objects
5: Comparing past and current lifestyles
6: Discussing changes and large numbers (Homework: Speaking
Homework 2)
7: Giving opinions (Homework: Study for test)
8: Test
9: Describing technology and lifestyles (Homework: Speaking
Homework 3)
10: Describing complex past events
11: Describing detailed narratives (Homework: Speaking
Homework 4)
12: Comparing places from past to present
13: Talking about the future (Homework: Speaking Homework
5)
14: Explaining problems that have happened (Homework: Self-
Check and study for test)
15: Final Test
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn language for everyday use. Practice will focus on
recognition of written and spoken forms, and discussing everyday
events.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight Intermediate
[Author] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 978-1-896942-67-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Unit 0. Looking over the course.
3. Unit 1. Describing jobs.
4. Unit 2. Describing objects.
5. Unit 3. Describing people.
6. Unit 4. Talking about lifestyles.
7. Unit 5. Narrating stories.
8. Unit 6. Numbers and changes.
9. Unit 7. Giving instructions.
10. Unit 8. Describing places.
11. Unit 9. Technology.
12. Unit 10. School subjects.
13. Unit 11. Higher education
14. Review and practice test.
15. Review test (35%).
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

廣田　恵美

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、まず会話のやりとりを読み、その中で使われ
ている語句や言い回しを理解して、それを用いた表現を使って
英語を書いていきます。内容の多くは、会話やメールなどで普
段用いられているものなので、確実に覚えていくことで、
writingのみならず、コミュニケーション力の向上にもつなげて
いきたいと思います。また、それぞれのtopicに関する自分の考
えも表現できるようになりましょう。１つのunitを1.5回の授業
ペースで進めていく予定ですが、受講者の学力や興味・関心等
に応じて、適宜、学習内容を変更する可能性があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日常的な会話で用いる表現を覚え、書いたり話せたりするこ
とが出来る。(技能)

②英文を書く上で必要な文法知識を身につける。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習として、次回の学習予定箇所の英文に目を通し、知らない
語句等を調べておくこと(３０分）また、学習した内容を、
ノートを活用して必ず復習しておくこと(６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点(提出物等含む）：20%　(到達目標①②）
・定期試験：80%　(到達目標①②）

なお、無届けによる遅刻や欠席が一定回数を上回る場合、単位
の取得が難しくなる可能性があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Beams
[Author(s)] Junko Omotedani, Mariko Kawasaki他
[Publisher]金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4018-1
[Comments] テキスト価格　￥1,800

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業時に必ず辞書(紙または電子)を持ってくること。ス
マートフォンの辞書アプリの使用は認められません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction: 授業および成績評価等に関する説明、
Unit 1 Were You Texting While Walking?
２．Unit 1の続き　頻度を表す副詞
３．Unit 2 Do You Work Part-time?
４．Unit 2の続き、Unit 3 He Has a Great Smile...
５．Unit 3の続き　人の外見を表す形容詞
６．Unit 4 Did You Enjoy Basketball?
７．Unit 4の続き、Unit 5 Manners: Be a Good Guest!
８．Unit 5の続き　進行形の用法
９．Unit 9 We Are Going On a Cruise.
１０．Unit 9の続き、Unit 10 Have You Ever Volunteered
Before?
１１．Unit 10の続き　現在完了の用法
１２．Unit 11 Think Before You Post.
１３．Unit 11の続き、Unit 12 You Lied to Her!
１４．Unit 12の続き　さまざまな疑問文
１５．今学期の授業総括
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in reading and writing.
Students have to participate in class and group activities. If students
do not participate, it will not only be unfair on others, but it will be
very difficult for you to pass the course.
During the semester, there will be a number of quizzes to review the
material covered in class. The scores from the quizzes will be a
component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is important.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have studied in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will study about English writing layout. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

2. Students will improve English sentence construction. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

3. Students learn how to express themselves in various topics. (skills)
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
In Class Final Exam: 30%
Class Quizzes: 25%
Homework: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write (Second Edition)
[Author(s)]David Moore and David Barker
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-47-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment.
2. Basic English Writing Methods
3. Basic English Writing Methods, Part 2
4. Basic English Writing Methods, Part 3
5. Quiz: Writing Methods/Topic 1: Intoductions
6. Topic 2: Family
7. Topic 3: School Life
8. Topic 4: Friends
9. Written Test 1
10. Topic 5: Free Time
11. Topic 6: Memories
12. Topic 7: Travel
13. Written Test 2
14. Topic 8: Future
15. In Class Exam
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

柴田　千秋

◎－－－　概要　－－－◎

スマホ、ドローン、自動運転バスなど科学技術の恩恵を受ける
現代の生活に関する３５０語程度の平易なエッセイを題材にし
たテキストを用い、リーディングとライティングの力を養成し
ます。リーディングでは、各課で使用される重要語句を確認
し、本文を読んだ後、内容の理解度確認の設問に答え、本文の
要約を聞き取って完成する作業を行います。ライティングで
は、本文中に出てくる語句や慣用表現、重要構文を使った作文
の演習をし、内容に関する質問に英語で答えます。最後に自分
の意見を発表することで、自ら発信できる技能を訓練をしてい
きます。また毎回、前回学習した課の簡単な小テストを行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を理解するために必要な語彙を増やす。(知識・理
解)

長文の読み取りに必要な文の構造や論理展開を把握し、要点を
理解する。(技能)

内容に関する英語の設問に英語で的確に答える。(技能)

要約文を書いたり、自分の意見を短い英文で発表できる。(技
能)

自律的な英語学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習については、次回の課を読んで知らない語句を調べてく
る。（３０分）
復習については、前回の課の重要な語句や構文を覚え、英文を
書けるようにする。（４０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点１５％（予習状況、授業での発表、宿題など）(到達目
標③⑤)
授業中の小テスト２５％ (到達目標①)
復習テスト３０％ (到達目標②③④)
定期試験３０％ (到達目標②③④)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Science in Our Daily Life
[Author(s)]小林俊彦、Bill Benfield
[Publisher]成美堂
[ISBN] 9784791934164
[Comments]価格1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず予習して臨み、辞書を持参する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方、評価の仕方などの説明 / Unit 1: Phone Dirt
Reveals Personal Data
2. Unit 2: Driverless Buses
3. Unit 3 Stealth Keys
4. Unit 4: Unfamiliar Sources of Energy
5. Unit 5: Delivery by Drone
6. Unit 6: Uber and its Future
7. Unit 7: Convenience Stores in Japan
8. Unit 8: Learn English with a Robot
9. Unit 9: Noise level and Disease
10. Unit 10: Reading Faces
11. Unit 11: Meditation and Sports
12. Unit 12: Digital Disabilities
13. Unit 13: Euglena Dietary Supplements
14: 復習テスト
15: まとめと解説
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木原　誠

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、毎週映画のシナリオをワンシーンごとに区切り、全
体の文脈を考慮しながら、翻訳すること、及び音楽の歌詞を二
つ取り上げて精読を試みる。また、重要な構文、慣用句を暗唱
し、この応用を英作文に活かすための訓練も行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

　文脈全体の中で解釈できる能力を身につける。
(知識・理解)

個々の文章と全文を理解した上で、それを暗唱し、適切に表現
する力を身につける。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスの計画（各15回）に記されているところに従い、各授
業で行なった英文（重要構文・文法、単語・熟語）の暗唱、読
解を必ず復習し、次回の授業で行う英文の読解を予習しておく
こと。 予習の目安は30分、復習30分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
評価は定期試験を原則、50点とし、発表点（各授業の復習、予
習の評価）と授業内でのテスト（一回）との総合によって評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　プリント配布
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

プリント配布。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な発表点を重視するため、授業の積極的参加に心が
けたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第一回
オリエンテーション
第二回
映画の第１シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第三回
映画の第２シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第四回
映画の第３シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第５五回
映画の第４シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第六回
映画の第5シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第七回
映画の第6シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第八回
映画の第7シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第九回
映画の第8シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十回
映画の第9シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十一回
映画の第10シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十二回
映画の第11シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十三回
映画の第12シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十四回
本授業の纏め、総括的見解。
第十五回
試験について（プレテストを実施）
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吉村　治郎

◎－－－　概要　－－－◎

１．世界各国の不思議な習慣や規則などを集めて編集した英語
テキストを使用します。英語学習を楽しみながら比較文化的学
習も行います。

２．本文を読んだ後、文法・理解度・リスニングの三部門のエ
クササイズに取り組みます。

３．英語の読み方としては、一文ずつ和訳するのではなく、パ
ラグラフ単位で意味をとる訓練をします。その際、書かれてい
る順番に英語で英文を理解するやり方で読んでいきます。

４．授業の進め方としては、前もって各自に割り当てをしま
す。担当者には予習の成果を次の授業で発表していただきま
す。

５．予習しているかどうかは、出席率同様、成績評価上の重要
な要素となりますので、鋭意予習に努めてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．従来の英文和訳ではなく、英文を書かれた順に理解する能
力を養成する(技能)

２．世界各国に関する情報は知識を獲得する(知識・理解)

３．英文をの内容を理解するだけでなく、それに関する自分な
りの意見や見解も養う(態度・志向性)

４．英語を通して国際性を身に着ける(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業で取り上げる英文を、一行ずつ和訳して意味をとる
のではなく、わからない単語があっても辞書を引くことなくそ
のままにして、ともかく英文を最初から最後まで最低二回は音
読して英語で大意をつかむ練習をする。

復習：予習と同じく、学習した英文を最初から最後までともか
く音読してみる。その後、日本語ではなく、英語で大意をつか
む訓練を積む。最後に、習った知識を再度確認し、自分のもの
にする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価

〇定期試験（語彙力、英語理解力、英語による自己表現能力、
異文化理解）80％
〇平常点（宿題提出率、授業態度、その他）20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Funny Laws in the World
[Author(s)]　Takayuki Ishii その他
[Publisher]　南雲堂
[ISBN]　978-4-523-17784-5
[Comments]  1700円(税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．授業参加度を重視します。欠席の場合は理由を明確に
すること。

２．英和辞典（電子辞書等）を持参すること。

３．予習をきちんとしておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

テキストに収録されている以下のチャプターをピックアッ
プして学習する。それぞれ一つのチャプターを二回の授業
で終了する予定。

１．授業の進め方、学習の仕方、テキストなどについての
説明

２～３　Chapter 1: What's So Free about Freeway?

４～５　Chapter 3: Walk Your Dog Three Times a Day!

６～７　Chapter 6: Marriage and Divorce in Different Cultures

８～９　Chapter 7: Smile!

10～11 Chapter 9:Want to Be a Pilot?

11～12 Chapter 12: Cheating Does Not Pay

13～14 Chapter 14 The Law of the Jungle

15 　　Chapter 15　Law! What Is It 　　Good for?
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キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice Reading and Writing
skills.
While classes will focus on reading and writing, the class will also
involve listening and  speaking activities.
Students will complete weekly homework activities.
A mid-term test in Week 7, and a final test in Week 15
Students are expected to take notes when the teacher explains certain
grammar points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be better able to read and comprehend written
information and ideas on many topics.
(技能)

2. Vocabulary knowledge will improve.(知識・理解)

3. Knowledge of correct grammar will increase.(知識・理解)

4. Students will be able to write about many topics, and better
communicate what they are thinking.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/
interview, journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30
minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。
20% - Classwork and Textbook Activities and Homework (到達目標
1,4)
20% - Vocabulary Homework (到達目標2)
20% - Journal Writing Homework (到達目標3,4)
20% - Midterm Test (到達目標1,2,3,4)
20% - Final Test (到達目標1,2,3,4)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping
during class; for checking phone during class; for not concentrating
during class; for speaking Japanese during class; for disrupting class; for
not cooperating with teacher’s instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will
effect your overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a
score of zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities
given by the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways, Second Edition: Reading, Writing, and Critical
Thinking
[Author(s)] Mari Vargo; Laurie Blass
[Publisher] Cengage
[ISBN] 9781285450575
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview / Classroom guidelines and syllabus /
Introduction to textbooks (homework guidelines, and other
course materials)
2 Unit 1: Our World / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
3           Unit 1: Our World / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
4 Unit 2: Career Paths / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
5 Unit 2: Career Paths / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
6 Unit 3: Adventure / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
7 Unit 3: Adventure / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
8 MID-TERM TEST  + Unit 4: The Visual Age / Reading
1 / Grammar and Writing Activities /
9 Unit 4: The Visual Age / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
10 Unit 5: Taking a Risk / Reading 1 / Grammar and Writing
Activities
11 Unit 5: Taking a Risk / Reading 2 / Grammar and Writing
Activities
12 Unit 6: Saving the Wild / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
13 Unit 6: Saving the Wild / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
14 Review and complete unfinished sections in Units 1-6.
Final Submission of portfolios (notebook activities, etc).
15 Final Test
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スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this ESP course, students will practice speaking, listening, reading,
and writing skills to prepare for the International English Language
Testing System (IELTS) test. This official English test has merit all
around the world. The teacher will give advice about vocabulary and
students will practice a variety of skills to increase their English
vocabulary. They will learn effective ways to read, write and speak in
English. For example, they will learn how to use different words and
expressions with the same meaning. Students will complete IELTS
style writing practice for homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve their ability to speak English. (知識・理解)

2. Students will improve their ability to listen in English.(知識・理
解)

3. Students will improve their ability to read English. (知識・理解)

4. Students will improve their ability to write in English.(知識・理
解)

5. Students will practice different types of IELTS test questions, so
they will know how to prepare for the IELTS Test.(技能)

6. Students will develop their confidence to think and speak in
English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Writing homework 20% (10 + 10) (到達目標4)
Listening tests 20% (10 + 10) 到達目標2)
Reading tests 20% (10 + 10) 到達目標3)
Speaking test 20% (到達目標1)
End of term (writing) exam 20%

※There are is no score for attendance.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
To pass this course:
1. students should not be late or absent;
2. students must actively participate in all class activities;
3. students must complete homework;
4. students must complete one speaking test.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What is the IELTS test? How does it compare with the TOEIC
test?
Checking some examples of IELTS test reading, writing,
listening and speaking questions.
Checking the usual writing style of numbers.
2. IELTS writing test part 1 practice: pie charts.
3. IELTS writing test part 1 practice: line graphs + writing
homework #1
4. IELTS listening test advice and practice.
5. IELTS listening test #1
6. IELTS speaking test advice and practice #1
7. IELTS speaking test advice and practice #2
8. IELTS speaking test
9. IELTS reading test advice and practice.
10. IELTS reading test #1
11. IELTS writing test part 2 practice + writing homework #2
12. IELTS listening test #2
13. IELTS reading test #2
14. IELTS End of term exam review and practice.
15. IELTS End of term exam review and practice.
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舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、わが国で実施される英語検定試験でも最近最も注
目を浴びているTOEIC試験のスコアアップにつながるように、
リスニングとリーディングの２技能に焦点を当てながら、英語
の語彙・文法・構文などを中心とした英語の基礎的能力の強化
を目指します。英語力を伸ばすためには、日頃の努力の積み重
ねが大いに影響してくるため、日常において自ら少しでも英語
に触れられる環境を作り、目標点に到達できるように目的と意
志をしっかり持って、授業に臨んでください。また、検定試験
対策のみならず、テキスト以外に随時プリントを使用し、ボ
キャブラリー強化につながる英語の豆知識を取り入れた問題も
扱います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの問題形式や頻出単語・表現を身につけていく。(知
識・理解)

②品詞の働きを理解し、文法構造を正確に把握する。(知識・
理解)

③多様な場面において話される英語を聴いて理解する能力を育
成する。(技能)

④ビジネスや日常生活などに関する英文を読んで、情報や考え
など書き手の意図を正確に読み取ることができる。(技能)

⑤授業内外で、主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎週実践的にテキストの問題を解いていくので、毎回予習・復
習は必須です。

事前学習：(1) 次回の授業時に触れるunitにおいて、わからない
語彙や言い回しについて、英和辞書で調べておいてください。
（20分）
(2) テキストのリーディングのパート(Part 5～7)を解いておいて
ください。（30分）

事後学習：リスニング・リーディングの両パートにおいて学習
した事柄（とくに語法・語彙・言い回しについて）復習してく
ださい。特にTOEIC試験の対策として、ボキャブラリー強化と
速読力などを身につけるための努力が必要です。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点: 20%（学習状況、課題提出、授業への参加度等）
（到達目標⑤）
・小テスト: 20 %（ボキャブラリーテスト） （到達目標
①②⑤）
・定期試験: 60%（到達目標①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST: Level 3 ‒Advanced‒
[Author(s)] 北尾泰幸、西田晴美、林姿穂、Brian Covert
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 9784255155968
[Comments] 2018年発行 1700円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書等については、授業中に必要に応じて推薦します。
質問等はEメールにて受け付けます（初回の授業時にメー
ルアドレスを教えます）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業では、必ず英和辞書を持参してください（ス
マートフォンを辞書代わりとすることは禁止です）。授業
中、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁止で
す。また、他の受講生の迷惑となる行為や、授業の進行を
妨げる様な行為（例：授業とは関係のない私語、授業の内
容の録画、撮影あるいは配信等の行為） は絶対にしない
でください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation & Some Warm-ups
2. Unit 1: Eating Out　文法： 動詞（1）
3. Unit 2: Travel　文法： 動詞（2）
4. Unit 3: Amusement　文法： 品詞
5. Unit 4: Meetings　文法： 分詞
6. Unit 5: Personnel　文法： 不定詞と動名詞 （1）
7. Unit 6: Shopping　文法： 不定詞と動名詞 （2）
8. Unit 7: Advertisement　文法： 仮定法
9. Unit 8: Daily Life　文法： 受動態
10. Unit 9: Office Work　文法： 代名詞
11. Unit 10: Business　文法： 数量詞
12. Unit 11: Traffic　文法： 接続詞
13. Unit 12: Finance and Banking　文法： 前置詞
14. Unit 13: Media　文法： 語彙
15. Unit 14: Health and Welfare
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業はTOEIC対策用の初中級レベルのテキストを用い
て、聴解・文法・読解の総合的な力を養っていきます。
　最初に、Key Vocabularyを確認したあと、Reading　Parts（V-
VII）に進み、文法力・読解力の養成をします。
　次に、Listening Parts (I-IV)にもどり、小テスト形式でチャレ
ンジをしていただきます。解答用紙回収後、スクリプトを配布
して解答の確認をおこないます。この部分は学生用CDに録音
されていませんので、巻末にある自習用のListening Practice
Cornerの対応するユニットの問題にあらかじめチャレンジして
おくことで、小テストにたいする準備としてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の基本的な文法的知識を修得する。(知識・理解)

日常的場面における基本的な英会話のリスニングができる。
(技能)

インターネットやＥメールを媒体とする、基本的で実用的な英
語を読解できる。(技能)

授業内外で真剣に英語の学習に取り組むようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、Key Vocabulary, Reading Parts(V, VI, VII), および巻末に
ある自習用のListening Practice Cornerの対応するユニットの問
題を予習しておくこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価し
ます。

・定期試験：６０％　（基準：基本的文法知識と実用的英語の
読解力）
・毎回提出のListening Parts(I-IV)の成績：２０％
　　　　　　　　　　（基準：日常会話の基本的リスニング
力）
・毎回の学習状況：２０％　（基準：真剣に英語学習に取り組
む姿勢）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]     Successful Steps for the TOEIC L&R Test: A Topic-
Based Approach (New Edition)
[Author(s)] Hisakazu Tsukano, Atsuko Yamamoto,
            Naoko Osuka and Robert VanBenthuysen
[Publisher] 成美堂
[ISBN]　　　978-4-7919-3421-8

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:
2. Unit 1: Entertainment
3. Unit 2: Personnel
4. Unit 3: Office Work & Supplies
5. Unit 4: Office Messages
6. Unit 5: Eating Out
7. Unit 6: Technology
8. Unit 7: Research & Merchandise
　　　　　   Development
9. Unit 8: Finance & Budgets
10. Unit 9: Purchases
11. Unit 10: Manufacturing
12: Unit 11: Marketing & Sales
13: Unit 12: Travel
14: Unit 13:　Contracts &
　　　　　　　　Negotiations
15: 定期試験の諸注意および質問回答
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本授業はCALL教室機能を使用した、TOEIC Listening and
Reading を受験する大学１年次生レベル以上の学力を備えた学
習者のためのスコアアップ対策講座である。TOEIC L＆R は今
や就職活動におけるエントリーシートにそのスコアを記入する
欄が設けてあるため、そこが空欄の場合、就職活動の最初の段
階でつまずくことにもなりかねない。つまり、TOEICのスコア
をできるだけ上げておくことは、大学生にとって就職前の基本
的心得の一つとなっているのである。TOEICスコアは練習に比
例してアップする。特にリスニング問題は苦手とする学習者が
多いので、しっかりとリスニング訓練をしておくことは、スコ
アアップに直結する部分がある。
使用するテキストのは、各ユニットがTOEIC L&R の全7パート
を網羅している。そして、毎回1 unit を学習する。実践感覚を
養うため、時間設定をしながら問題を解いていく。問題を解い
た後は解答と解説を行うが、解答は指名された受講者がワイヤ
レスマイクを通してReadingと併せて行い、解説は授業担当者
が行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質(語彙・文法・用法)およびその文化的背景(社
会・文化)に関する知識を身に着けることができる。(知識・理
解)

英語の4技能のうち特に聞く・読む能力を身につけることがで
きる。(技能)

TOEIC Listening and Reading でより高いスコアを取得する技術
を身につけることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：30分
復習：60分
授業中に時間設定を行い、問題を解く練習をするため、事前に
全ての問題を解く必要はないが、予習のため、Warm-Up、
Useful Expression、Grammar の部分はしっかり読んで理解して
おくこと。
毎回配付される前の週に学習したリスニング問題の印刷原稿を
使用して聞き取れなかったリスニング問題の復習をしておくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Listening と Reading で構成された復習テストで100%評価する。
復習テストを欠席した場合、申し出内容吟味の上、有資格者に
補填受験の機会を与える。定期試験期間中の試験は実施しな
い。したがって再試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING: Level 2
[Author(s)]Yasuyuki Kitao 他
[Publisher]　Asahi Press
[ISBN] 9784255155951
[Comments]　1700円(税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻をしないこと。辞書を携帯すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1. Introduction
  2. Unit　1 Eating Out
  3. Unit　2 Travel
  4. Unit　3 Amusement
  5. Unit　4 Meetings
  6. Unit　5 Personnel
  7. Unit　6 Shopping
  8. Unit　7 Advertisement
  9. Unit　8 Daily Life
 10. Unit　9 Office Work
 11. Unit 10 Business
 12. Unit 11 Traffic
 13. Unit 12 Finance and Banking
 14. 復習テスト 1
 15. 復習テスト 2
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

浅田　雅明

◎－－－　概要　－－－◎

ＴＯＥＩＣの受験を念頭に実践的なトレーニングを行い、リス
ニングとリーディングそれに英文法のバランスの取れた総合的
な英語力を強化します。これまで学習した内容を確認しなが
ら、さらに進んだ内容に取り組み、さらなるスコアアップを目
指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解できるよう、速読力を身につけ
る。(技能)

基本的文法事項を正しく理解できる。(知識・理解)

TOEICでよく使用される語彙を理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットのVocabulary Builderを予習しておいてくださ
い。（30分）
復習：授業中に間違った箇所を再確認し、付属のＣＤでできる
限り音声を聞いてください。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：授業の到達目標に記載した通り、英語を聞き取
る能力と語彙、文法の理解度、英文の内容をできるだけ早く読
み取る能力を評価の基準とします。
成績評価の方法：各到達目標の達成度は、下記の方法と割合に
より評価します。
　　　　　　　　定期試験６０％（テキストのリーディングセ
クションの理解度）
　　　　　　　　リスニング試験４０％（英語を聞き取る力）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] FAST PASS FOR THE TOEIC TEST
[Author(s)] Ritsuko Uenaka, Seiko Korechika
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 9784863122215
[Comments]テキスト価格2,000円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初の授業から必ずテキストを持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週ユニットをひとつずつ進んでいきます。この授業の後
期の最終日にはリスニングの試験を行います。
授業中に演習していきますので、授業中に集中すること
と、授業中に気がついた箇所などをあとでしっかりと復習
してください。
1.Introduction
2.Travel
3.Entertainment
4.Socializing & Food
5.Sports & Health
6.Purchasing
7.Housing & Accommodations
8.Office Work(1)
9.Office Work(2)
10.Employment
11.Lecture & Presentations
12.Business Affairs(1)
13.Business Affairs(2)
14.Post-Test
15.Listening Test
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

小野　浩司

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのスコアを今以上に伸ばすために、授業では語彙力強化
に努め、そのうえで、リスニング、文法、長文の各問題をまん
べんなく学習します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの概要を知り、自律的な英語学習者になるよう、
積極的に英語学習に取り組むことができる。(知識・理解)

問題をとくための最小限の語句を身に着けます。(知識・理解)

リスニング・リーディングの問題の解き方を身に着けます。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：Part7の問題を1つ解いてきます。わからない語句や構文
があれば授業中に質問できるようにしてください。(45分)
復習：授業中に学習した重要単語をおさらいします。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：30% (到達目標1)
定期試験：70% (到達目標2,3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]はじめてのTOEIC L&Rテスト入門模試
[Author(s)]大里秀介
[Publisher]Jリサーチ
[ISBN]978-4-86392-338-6
[Comments]テキスト価格800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語の辞書は必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方とテキストの説明
2. Part7 長文　196-200  Part 1 リスニング
3. Part7 長文　191-195  Part 2 リスニング1
4. Part7 長文　186-194  Part 2 リスニング2
5. Part7 長文　181-185  Part 3 リスニング1
6. Part7 長文　176-180  Part 3 リスニング2
7. Part7 長文　172-175  Part 3 リスニング3
8. Part7 長文　165-171  Part 3 リスニング4
9. Part7 長文　159-164  Part 4 リスニング1
10. Part7 長文　154-158  Part 4 リスニング2
11. Part7 長文　149-153  Part 4 リスニング3
12. Part7 長文　143-148  Part 4 リスニング4
13. Part6 文法　135-142  Part 4 リスニング5
14. Part6 文法　121-134  Part 4 リスニング6
15. Part6 文法　101-120  Part 4 リスニング7

テキストの問題を解きながら同時に重要語句も提示しま
す。
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

新藤　照夫

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、各種検定の中でもとくに社会的ニーズの高い
TOEIC L&R の対策を集中的に行っていきます。実践的な
TOEICの問題を数多く解答することで、出題傾向パターン、頻
出語彙、文法項目等の特徴をより具体的に学修ながら、TOEIC
のスコアアップを目指します。また、TOEIC の学修を通じて、
国際化・グローバル化に対応できるレベルの実践的な英語表現
の習得も目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

❶教科書のVocabularyを習得し、解答に活用できる。(知識・理
解)

❷教科書の文法項目を理解し、解答に活用できる。(知識・理
解)

 自然な発話の音変化を理解し、ディクテーションできる。(技
能)

❹ペアワークや発表に積極的に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

●予習
　①次回の授業内容(Listening/Reading)の解答
　②リスニング部分（Part 4）のディクテーション
●復習
　①小テストに備えたPart 5の復習
　②Vocabularyの習得

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
①小テスト（2回）：20%（到達目標❶）　　
②定期試験：50%（到達目標❷）
③予習の取り組み状況や授業時の学修状況：30%（到達目標
❹）
※欠席・遅刻・途中退室は、積極的な学修状況とはいえないた
め、評価基準③に影響します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Beat Your Best Score on the TOEIC L&R Test
[Author(s)] 松岡昇、傍島一夫
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 9784881987452
[Comments] 1,900 円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

半期終了までのTOEICのスコア目標を各自設定の上、目標
を持って学修に取り組んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①オリエンテーション(授業の進め方・評価方法・TOEIC
の学習方法について)
② Shopping 「基本文型」 / At a Restaurant 「名詞の修飾」
③ Transportation 「文と文の接続」 / Entertainment 「知覚動
詞」と「使役動詞」
④ Accommodation 「助動詞」 / Employment 「その他の助
動詞」と「助動詞+完了形」
⑤ Communication 「時制」と「進行形」 / Negotiating 「現
在完了」
⑥ Giving a Presentation 「前置詞」 / Appointments 「不定
詞」
⑦ Review Test 1 (Unit 1～10の小テスト)
⑧ Public Facilities 「仮定法過去」 / On the Street 「仮定法
過去完了」
⑨ Vacation 「受動態」 / Environment 「動名詞」と「分詞
構文」
⑩ Housing 「関係代名詞」 / Meetings 「関係副詞」
⑪ Business Performance 「比較」 / Handling Customer
Complaints 「名詞」と「冠詞」
⑫ Advertising 「注意すべき名詞の数」と「数量形容詞」 /
At a Factory 「強調構文」と「倒置」
⑬ Listening Sectionの総復習
⑭ Reading Sectionの総復習
⑮ Review Test 2 (Unit 11～20の小テスト)および総復習
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ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

This course is meant to help students develop the reading, listening
and writing skills necessary to succeed on English-proficiency exams.
The weekly reading and vocabulary exercises will focus on interesting
academic topics, and there will also be listening and video exercises.
Two lessons will focus on writing skills, with students producing in-
class timed writing exercises in the style of the writing section of
proficiency tests. There will also be a midterm test, a video/listening
test, and a final exam.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will develop a better understanding of academic topics,
along with a deeper vocabulary of academic English.(知識・理解)

2. Students will improve the reading, listening and writing skills
necessary for success on TOEIC, TOEFL, IELTS and other English
proficiency exams.(技能)

3. The course will help students overcome anxiety about English tests,
and motivate them to continue their academic English studies in the
future. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min-1 hour) Also, they should prepare for
the upcoming unit in the textbook by checking the unit for any
unknown vocabulary. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
In-class writing: 10% (goals 1, 2)
Midterm test: 20% (goals 1-3)
Video/Listening Test: 20% (goals 1-3)
Final Exam: 30% (goals 1-3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Pathways 2A: Reading, Writing, and Critical Thinking
[Author(s)]Blass and Vargo
[Publisher]Heinle Cengage
[ISBN]9781337624909
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in. Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The teacher's office hour is on Mondays, period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2: Is there a recipe for happiness? (reading about health science)
3: Four keys to happiness (reading about health science)
4: The power of creativity (reading about technology)
5: Big ideas, little packages (reading about technology)
6: Writing Unit A (Homework: study for test)
7: Midterm Test
8: The changing face of communication (reading about society)
9: Lamu: tradition and modernity (reading about society)
10: Where have all the fish gone? (reading about the
environment)
11: An interview with Barton Seaver (reading about the
environment)
12: Writing Unit B
13: The art of memory (reading about psychology)
14: Train your brain (reading about memory) (Homework: study
for test)
15: Video/Listening Test and Final Exam Review (Homework:
study for final exam)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn language for everyday use. Practice will focus on
recognition of written and spoken forms, and discussing everyday
events.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Text] Life 4B
[Author] Helen Stephenson
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN]  978-0-35-710026-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Lesson Themes and Content
1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Living Space
 3. Houses
 4. Travel
 5. Vacations
 6. Shopping
 7. Impulse Buying
 8. Extreme Sports
 9. Paralympics
10. News
11. Communications
12. Traditional Industries
13. Explorers
14. Review and practice test.
15. Review test (35%).
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will review basic English grammar, with the goal of using it for
speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will
be vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参
加できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事
ができるようになります。(技能)

3. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

4. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英
語の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

5. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理
解します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes). Students must have a dictionary or
dictionary application and must use it during class. A word list will be
published on the teacher’s website. Vocabulary knowledge will be tested a
number of times during the course. Students should look ahead at the coming
week’s textbook chapter to check for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

Participation: 60% (到達目標1, 2, 4, 5)
Vocabulary building: 30% (到達目標 3)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 4, 5)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Silence and the use of Nihongo will mean
students will receive low scores for participation.

There are no points for attendance. However, students who are absent too
often will see their participation score go down, and will be very unlikely to
achieve a passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

Students who don’t communicate in English, interact in English, or
participate in using English will receive very low participation points and
may not achieve a passing score.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Fifty-Fifty Book One
[Author(s)] Wilson and Barnard
[Publisher] Pearson Longman
[ISBN] 9789620056659
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Groups and group work. Unit 1 “Can You Speak English?”
Talking about abilities. Participation scoring will begin.
3- Unit 2 “That’s Personal” Talking about each other.
4- Vocabulary Building. Memory strategies and vocabulary-
learning strategies.
5- Unit 3 “Time to Learn”. Talking about times and dates.
Vocabulary List 1 will be published.
6- Unit 4 “Day to Day” Talking about your daily routine.
Vocabulary Test 1
7- Unit 6 “Where Does it Go?” Discussing locations and
movement.
8- Unit 7 “It’s That Way” Giving and understanding
directions. Vocabulary List 2 will be published.
9- Unit 8 “All Dressed Up” Describing people’s appearance.
Vocabulary Test 2
10- Unit 9 “Family Portrait” Discussing family members and
relations.
11- Unit 11 “Like It Or Not” Discussing likes and dislikes.
Vocabulary List 3 will be published.
12- Unit 12 “About Tomorrow” Discussing the future.
Vocabulary Test 3.
13- Unit 13 “About Yesterday” Discussing the past.
14- Unit 14 “Let’s Eat Out”. Language for going to a
restaurant. Vocabulary List 4 will be published.
15- Unit 15 “Say That Again: Review and consolidation”.
Vocabulary Test 4.
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

谷口　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、NHKで実際に放送されている英語ニュースを教
材として用い、リーディング力とリスニング力の養成をはかり
ます。授業では、まず、扱うニュースのテーマに関する背景的
な情報やニュースで用いられている重要語句・重要表現などの
確認を行います。その後、ニュースを視聴し、ディクテーショ
ンや内容把握問題などを通して、リスニング力を養います。リ
スニングの後、同じニュースを文字で読み、語彙・構文・論理
構成・内容などに重点を置いて、リーディング力の向上を目指
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読解する能力を向上させる。(知識・理解)

生の英語の速度やリズムに慣れ、リスニング力を向上させる。
(技能)

現代社会に関する英文を理解するのに必要な英語の語彙、文
法、構文などを強化する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の授業に備えて、指定された部分の予習（４０分）
・授業後は、授業内容の理解の確認、テキストと付属DVDを用
いた読解とリスニングの復習、小テスト準備（５０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験：５０％　（到達目標①②③）
・リスニング試験、語彙・表現の小テスト：３０％　（到達目
標①②③）
・平常点（発表、課題提出、学習状況など）：２０％　（到達
目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]NHK NEWSLINE
[Author(s)]山﨑達朗・Stella M. Yamazaki・Erika C. Yamazaki
[Publisher]金星堂
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には辞書を持参してください。
・授業の進行に応じて、小テストを実施します。
・授業の予習・復習を目的として、課題を提出してもらうことがあります。課題の
具体的な内容については、その都度お知らせします。
・授業の進度の具合などにより、各週の授業内容が変更になる場合もあります。そ
の場合は、事前にお知らせします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の進め方：
まず始めにニュースを視聴してリスニングのトレーニング行い、その後、ニュース
のスクリプトの英文を読み進めます。その際、このニュースの英語や内容につい
て、担当者に発表をしてもらいます。

第１週：
イントロダクション：授業の進め方、リーディングとリスニングの学習方法に関す
る説明

第２週：
Unit 1（Tea for You ）ニュースDVD視聴と内容把握の訓練、リスニングの基礎およ
びニュース英語についての説明

第３週：
Unit 1 英文スクリプト解説、
Unit 2（Small Is Beautiful）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第４週：
Unit ２　英文スクリプト解説、発表、
Unit ３（Youth Trip for Mutual Understanding）ニュースDVD視聴とリスニングの訓
練

第５週：
Unit ３ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ４（Building a Language Bridge）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第６週：
Unit ４ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ５（Sizzle and the City ）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第７週：
Unit ５ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ６（Summer Spooks）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第８週：
Unit ６ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ７（Hitmake）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第９週：
Unit ７ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ８（Daughters of the Soil）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１０週：
Unit ８ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ９（Engaging Youth in Politics）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１１週：
Unit ９ 英文スクリプト解説、発表、
Unit １０（Magic in Moonlighting）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１２週：
Unit １０ 英文スクリプト解説、発表、
Unit １１（On Your Bike）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１３週：
Unit １１ 英文スクリプト解説、発表、
Unit １２ (Designing Nations)ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１４週：
Unit １２ 英文スクリプト解説、発表、
Unit １３（Litter Buster）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１５週：
Unit １３ 英文スクリプト解説、発表、　これまでの授業内容の確認

（上記の授業内容は、授業の進行状況により変更になる場合があります。）
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

永野　美子

◎－－－　概要　－－－◎

このコースで学生は、英語の４つの技能のうちリーディングと
リスニングの力を養成する。
使用するテキストには、国際連合教育文化機関（通称ユネス
コ）認定の「世界遺産」の映像の収められたDVDが付いてい
る。学生たちは毎回、このDVDを視聴したり、テキストのなか
のその世界遺産について書かれたパラグラフを読んだりしなが
ら、まるで自分自身がその世界遺産を訪れている気分になるこ
とであろう。
そのようにして、いろいろな国々の世界遺産情報に興味を持つ
ようになれば、学生自身、実際にそれらの国々に旅行して自分
の目で世界遺産を見てみたいと思うようになるかもしれない。
そのことが、自律学習につながることだろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①各ユニットのDVD映像を視聴し、内容を大まかに理解するこ
とができるようになる。(技能)

②各ユニットで扱われている世界遺産の情報を、Readingのパ
ラグラフを読んで、正確に理解することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で取り上げられる章の全体に目を通し、リー
ディングの部分は、知らない単語を辞書で調べておく。（30
分）
復習：授業中に見たビデオを、自宅などで再度視聴して、あま
り聴き取れなかった箇所について確認する。リーディングのパ
ラグラフも再度読んで、内容を確認する。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（受講態度、予習の出来具合）：50％（到達目標①②）
授業中に視聴するDVD映像を、どの程度正確に理解することが
できるようになったかをチェックする。また、テキストの文章
を事前に読んできたかどうかもチェックする。

定期試験結果：50％（到達目標②）
テキストの文章を読んで正確に理解しているかどうかをチェッ
クする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Exploring World Heritage on DVD Ⅱ
[Author(s)]H.Tsukano, R.V.Benthuysen
[Publisher]Seibido
[ISBN]978－4－7919－3389－1
[Comments]定価2,400円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、必ず自分のテキストと英語の辞書を持って授業に出
席すること。（スマートフォンの辞書機能を使用すること
は禁じます）
授業中は、常に積極的な姿勢（自主発表など）が評価され
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．コースの概要説明、Unit 1 Yellowstone　National Park
(in U.S.A)
２．Unit 2 Kakadu National Park (in
　Australia)
３．Unit 3 Venice and Its Lagoon (in
  Italy)
４．Unit 4 Mont-Saint-Michel and Its
　Baｙ(in France)
５．Unit 5 The Hiroshima Peace
　Memorial (in Japan)
６．Unit 6 Changdeokgung Palace
　Complex (in South Korea)
７．Unit 7 The Pyramids from Giza to
　Dahshur (in Egypt)
８．Unit 8 Galapagos Islands (in
　Ecuador)
９．Unit 9 Works of Antoni Gaudi (in
　Spain)
10. Unit 10 Serengeti National Park
  (in Tanzania)
11. Unit 11 Istanbul (in Turkey)
12. Unit 12 Cologne Cathedral (in
　Germany)
13. Unit 13 Hue Monuments (in
　Vietnam)
14. Unit 14 Westminster Palace and
  Abbey (in U.K.)
15. Unit 15 Canaima National Park
　(in Venezuela)
但し、受講生の活動状況に応じて、進度が変更される場合
がある。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to improve their speaking,
listening and reading skills and get familiar with different countries
and different cultures.
Students will be divided into six groups. Each week, one group of
students will make a presentation related to the content of the previous
class.
Each week, before the class ends, students will also be assigned
homework for the next week.
Every  four weeks, there will also be a test based on the content of
previous classes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(技能)

2. Students will have a basic knowledge of different courties and
different cultures and gain the confidence to communicate in
English.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to become an
automous English learner.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標3)
Presentations (2 times): 25% (到達目標2, 3)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 2)
Written report: 20% (到達目標2, 3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Globe Trotters
[Author(s)] Carmella Lieske
[Publisher] Cengage learning
[ISBN]978-1-285-19750-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Each week, before the class starts, one group of students will make a representation
related to the content of the previous class.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the next
week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to the final
score.

Students must prepare for the tests carefully and attend the tests.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination period.
There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction [Unit 1 Spain]

Week 2
Unit 2 China/ Homework: prepare a presentation on the topic "China"

Week 3
Presentation/ Unit 3 Peru/ Homework: prepare a presentation on the topic "Peru"; learn
words on page 26

Week 4
Presentation/ Unit 4 Tokyo/ Homework: prepare a presentation on the topic "Manners in
Japan"; finish questions on page 31

Week 5
Test 1 (Unit 1̃4)/ Presentation/ Unit 5 New York City/ Homework: prepare a presentation
on the topic "My favorite New York thing"

Week 6
Presentation/ Unit 6 Antarctica/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Antarctica"; finish questions on page 47̃48

Week 7
Presentation/ Unit 7 India/ Homework: prepare a presentation on the topic "India"

Week 8
Presentation/ Unit 8 New Zealand /Homework: prepare a presentation on the topic "New
Zealand"

Week 9
Test 2 (Unit 5̃8)/ Presentation/ Unit 9: Africa/ Homework: prepare a presentation on the
topic "Africa"; learn words on page 68

Week 10
IELTS Reading practice

Week 11
Presentation/ Unit 10 Cambodia/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Cambodia"; finish questions on page 71

Week 12
Presentation/ Unit 11 Egypt/ Homework: prepare a presentation on the topic "Pyramids";
learn words on page 78

Week 13
Presentation/ Unit 12 Italy/ Homework: prepare a presentation on the topic "Italy"; finish
questions on page 89

Week 14
Test 3 (Unit 9̃12)/ IELTS reading practice

Week 15
Final presentation/ Written report collection
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、特にリーディングとリスニングの基礎的な
力を養います。大ヒット映画『プラダを着た悪魔』のテキスト
を用いて、実際に映画を視聴しながらリスニングのトレーニン
グ（内容把握と聞き取り）をします。また、映像のスクリプト
（台本）を読んで、ビジネス現場で使われる英語を理解し、状
況に合う英語を文法的に正しく使うトレーニングをします。毎
回、授業の最後に復習テストを兼ねた課題を提出し、学習した
ことを確実に身につけます。またリスニング試験を２度実施し
て、聞き取った英語を確実に聞き取る能力をつけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①映画の大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②映画の台本を英語で読み解くことができる。(技能)

③ビジネス現場における重要表現を身につけ、使うことができ
る。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitのVocabulary Checkup A, Bおよ
びUseful Expressionsの箇所を事前に解いておく。（２）音声
ファイルを使って発音ができるように練習しておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）音声ファイルを使ってリスニングテストに向けた勉
強をしておく（ディクテーション、英語から日本語・日本語か
ら英語への訳出）。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15%（到達目標④）
・課題提出：15％（到達目標②③）
・リスニング試験：30%（到達目標①③）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author(s)]角山照彦、Simon Capper
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-712-4
[Comments]テキスト価格 2,200円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 Job Interview（過去完了形）
３．Unit 2 First Day on the Job（助動詞１）
４．Unit 3 Hurricane on the Weekend（関係代名詞１）
５．Unit 4 Andy’s Makeover（現在進行形）
６．Unit 5 Andy Meets Christian（助動詞２）
７．Unit 6 Miranda’s Request（分詞）
８．リスニング試験１（Unit 1-6）
９．Unit 7 Nate’s Birthday（仮定法）
１０．Unit 8 Andy’s Decision（現在完了形）
１１．Unit 9 Breakup with Nate（動名詞）
１２．Unit 10 The Dream Job（受動態）
１３．Unit 11 Announcement at the Party（関係代名詞２）
１４．Unit 12 Andy’s Final Choice（使役動詞）
１５．リスニング試験２（Unit 7-12）
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

上村　隆一

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、「英語を学ぶ」段階から「英語で学ぶ」段階へス
テップアップする手段として、普段日本語で見聞きしているニュー
スを英語で理解できるよう、ネット上で配信されているCNN Video
Newsの内容を取り上げます。メディア英語特有の語彙、慣用表現を
確認しながら、生のビデオニュースを閲覧し、トピックの要点を聞
き取る練習を授業時間外に行い、授業時には簡単な英文レポートを
個別に発表してもらいます。各単元の構成と学習手順は以下の通り
です。

(1) Warm Up & Video Check: ニュースの放送原稿から一部を抽出
し、聴き取り・内容理解のポイントを学習する。また、ビデオ
ニュースの内容全体に関する理解度チェックを英問英答形式で行
う。
(2) Words and Phrases to Study: ニュースの放送内容に含まれる重要語
彙、イディオムをあらかじめチェックします。授業時小テストの問
題（定義選択、適語補充）としても使う。
(3) Blanks to Fill in:　ニュース音声聴き取りに焦点を絞り、原稿（ス
クリプト）の空所を埋めながらメディア英語独特の用語、慣用表現
についても逐次確認する。
(4) Judgments to Make:ニュースの内容に関する正誤判定（True/
False）問題に解答し、判定の根拠を説明できるようにする。
(5) Partial Composition:放送原稿（スクリプト）に含まれている慣用
表現、メディア英語特有の言い回しなどを部分英作文によって学習
する。
(6) Your Opinion: ニュースの内容に関連して、自分の意見・コメン
トを簡単に英語でまとめ、発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

メディア英語の特徴を基本的な語彙・イディオムと映像・音声情報
の効果的な使い方によって学習することができる(知識・理解)

携帯端末、PCなどを積極的に利用して、ネット上の動画・音声デー
タを閲覧、検索し、英語で内容を理解できるようになる(技能)

「英語を学ぶ」段階から「英語で学ぶ」段階へステップアップする
ための基礎固めができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書各単元の指定箇所演習問題について、あらかじめス
マートフォンなどでビデオニュース、音声を視聴しながら解答して
おく。(授業時小テスト準備を含めて90分)
復習：教科書電子版PDFファイルに授業時の注意事項、練習問題解
答を入力し、さらに授業時発表原稿を適宜加筆修正して提出する。
（課題作成下調べを含めて60-90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

毎授業時施の小テスト（語彙問題とリスニング） 20％
計2回のオンライン復習テスト（中間・期末試験相当） 50%
授業時発表内容および授業後提出課題の評価 30%

（備考）このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English for the Global Age with CNN vol. 20
[Author(s)] Kansai University CNN Research Group
[Publisher] Asahi Press (2019)
[ISBN] 978-4-255-15632-3
[Comments] 冊子体教科書とウェブ教材を併用

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本授業はPC教室でCALL形式の演習を行いま す。オンライ
ン課題教材をダウンロードし、授 業時のバックアップ書
類を保存してもらうため、容量４GB以上のUSBメモリを
毎回必ず持参し てください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　授業ガイダンス、Mac入門
第２回　Unit 1 Well Suited for Royalty
第３回　Unit 2 Never More Timely
第４回　Unit 3 Miracle Transformer
第５回　Unit 4 Lukewarm Welcome
第６回　Unit 5 Otherworldly Genius
第７回　Unit 6 A Different London Tube
第８回　復習テスト（１）
第９回　Unit 7 Where France Meets Arabia
第10回   Unit 8 Storing and Sharing It
第11回    Unit 9 Dutch Ingenuity
第12回   Unit 10 Putin's Soft Spot
第13回   Unit 11 Neither One nor the Other
第14回   Unit 12 Giant Smog Trap
第15回　復習テスト（２）
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

アメリカのドラマ『グリー』を使用として、「生の英語」に触
れ、ナチュラルスピードの英語を聞き取る訓練を行います。ま
た、学習した機能表現を活用した会話を作成したり、パート
ナーとチャンクの暗記を行うことで、英語でのコミュニケー
ションに慣れることを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 基礎的なリスニングができる。(技能)

(2) アメリカ英語の特徴、音の脱落、変化する音などの英語音
声の特徴を学び、理解することができる。(知識・理解)

(3) 授業内外で英語学習に取り組むことができるようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・小テストの準備 (30分)
・指定された教科書の範囲の予習（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

参加状況(積極的発表・発言、課題提出など）: 30% ［到達目標
(1), (2), (3) ］
単語テスト:10% ［到達目標 (3) ］
オーラル確認テスト:10％ ［到達目標 (2), (3) ］
最終試験: 50% ［到達目標(1), (2) ］

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate in English with Glee
[Author(s)]角山照彦
[Publisher]松柏社
[ISBN] 978-4-88198-734-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が多いと授業への参加状況（積極的発表等）が評価で
きないので、単位の習得が難しくなる場合があります。ま
た、授業では頻繁にペアでの活動を行うため、それらへの
積極的な参加が求められます。辞書必携。携帯電話の使用
不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． オリエンテーション
2. Unit 1 New Directions
3. Unit 2 What's the Other Option?　　　
4. Unit 3 You're Leaving Us?
5. Unit 4 Don't Stop Believing
6. Unit 5 He's Not Coming
7. Unit 6 I Want In
8. Unit 7 Where Is Everybody?
9. Unit 8 You Inspire People
10. Unit 9 He Doesn't Belong Here
11. Unit 10 So Be It
12. Unit 11 It's a Win-Win for Both of Us
13. Unit 12 Thanks for Telling Me
14. オーラル確認テスト
15. 最終試験
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

英語に堪能な者であれば2分で読めるという超短編ミステリー
小説集を扱い、名探偵ハレジアン博士が活躍するミステリーを
楽しみながら、英語の読解力と聴解力、さらには謎を解くため
の論理的な思考力を高めます。授業ではまず、テキストを元に
作成したプリントを利用して英語のリスニングをおこない、所
定の回数CDを聞いたうえで、どの程度聞き取りが出来たかを
確認します。その際には、特に英語を聞き取るうえで注意が必
要な音のパターンなどを担当者が説明します。リスニングが終
わったら、次はリーディングに移行し、先ほど聞き取りをおこ
なった英文を精読していきます。最後に、そのユニットに関す
る「謎」に解答してもらい、終了となります。なおその謎の答
え合わせは、次の授業の冒頭でおこないます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①短い英語のミステリー小説を読むための語彙力を身につける
ことができる。(知識・理解)

②短い英語のミステリー小説の英文を読解することができる。
(技能)

③聞き取りの難しい英語の音に注意して、一定速度の英文を聴
き取ることができる。(技能)

④ミステリー小説の謎に対して様々な角度から思考をめぐら
し、積極的に答えを導き出そうとする姿勢を持つ。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の週に読む部分（前の週に指定します）をしっかりと
読むとともに、該当箇所の音声をCDで確認する（45分）

復習：授業の中で難しかった英文の意味を確認し、試験で出題
されても解けるようにしておく。また聞き取りの難しい音や重
要な単語についてはその後のユニットでも登場する可能性が高
いため、もう一度聞き直しておく（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価をおこないます。

毎週の学習状況（積極的な学習姿勢、ワークシート、授業での
指名発表）40％ （到達目標①，②，③，④）
リスニング試験20％ （到達目標③）
定期試験40％ （到達目標①，②）

＊この授業では輪番制で和訳を求めるほか、ワークシートを利
用してリスニングの問題にも取り組みます。つまりそもそも授
業に出席しなくてはそういった活動に取り組むことが出来ない
わけで、欠席すると必然的にその分の点数を引かれることにな
ります。一般的に言って、授業回数の3分の1以上（通常は5回
以上）欠席すると、「積極的な学習姿勢」が全く見られないと
判断されるほか、ワークシートの提出なども他の学生より少な
いということになり、単位の取得が非常に難しくなるので注意
して下さい。また、遅刻についても累積すればするほどマイナ
スが大きくなるので気をつけて下さい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Solve the Mystery and Improve Your English Reading
Skills
[Author(s)]Donald J. Sobol, et al.
[Publisher]英宝社
[ISBN]978-4-269-02147-1
[Comments]2011年発行。価格1,600円＋税。

◎－－－　参考書　－－－◎

　担当者が適宜、授業の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎時間、必ず辞書を持参して下さい。
・授業計画はあくまで目安であり、受講者の進度等に応じ
て変更を加えることがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（授業の説明）
2 ハレジアン博士の最初の事件を読み解く（名詞に注意し
て読む）。
3 ハレジアン博士第2の事件を読み解く（動詞に注意して
読む）。
4 ハレジアン博士第3の事件を読み解く（形容詞に注意し
て読む）。
5 ハレジアン博士第4の事件を読み解く（副詞に注意して
読む）。
6 ハレジアン博士第5の事件を読み解く（接続詞に注意し
て読む）。
7 ハレジアン博士第6の事件を読み解く（前置詞に注意し
て読む）。
8 ハレジアン博士第7の事件を読み解く（冠詞に注意して
読む）。
9 ハレジアン博士第8の事件を読み解く（分詞に注意して
読む）。
10 ハレジアン博士第9の事件を読み解く（不定詞に注意し
て読む）。
11 ハレジアン博士第10の事件を読み解く（関係詞に注意
して読む）。
12 ハレジアン博士第11の事件を読み解く（時制に注意し
て読む）。
13 ハレジアン博士第12の事件を読み解く（否定に注意し
て読む）
14 リスニング試験
15 まとめと総復習
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河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、映画『プラダを着た悪魔』のテキストを使っ
て、基礎的なリーディング力とリスニング力を養成していきま
す。ただ映画を鑑賞するだけではなく、ストーリーを楽しみな
がら、様々な場面に応じた英文法や会話表現を身につけ、音読
やロールプレイを重ねることで、自己表現できるようになるこ
とを目的とします。毎回の授業では、前回分の復習を兼ねた小
テストを実施し、着実に英語力を伸ばしていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然なスピードの英語に慣れる(技能)

自然なスピードの英語を聞き取り、理解できる(技能)

英文の内容を理解するとともに、批判的思考(critical thinking)能
力を向上させる(知識・理解)

自分の考えを英語で表現できるようになる(技能)

他人に英語を使って自分の考えを伝えることができるようにな
る(技能)

他人の考えを受け入れ、自分の考えをさらに広げることができ
るようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。(45分)　　　　　　　　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング部分は何度も聴きなおし、シャ
ドーイング練習すること。小テストにも備えてください。(45
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
・小テスト20％ (計10回)
・クラス内テスト50％ （Reading 30%, Listening 20%）
クラス内テストについて、やむを得ない事情（伝染病の罹患な
ど）によって欠席した場合、正式な書類(医師の診断書等)の提
出があれば別日にテストを実施する。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with The Devil Wears Prada
『プラダを着た悪魔』で学ぶコミュニケーション英語
[Author(s)]Aline Brosh McKenna　角山照彦　Simon Capper
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-712-4
[Comments]テキスト価格 ￥2,200+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 Job Interview (過去完了形、別れ際の挨拶)
3. Unit 2 First Day on the Job (助動詞、依頼する)
4. Unit 3 Hurricane on the Weekend (関係代名詞、反論する)
5. Unit 4 Andy’s Makeover (現在進行形、困惑を示す)
6. Unit 5 Andy Meets Christian (助動詞、聞き返す)
7. Unit 6 Miranda’s Request (分詞、希望を伝える)
8. Unit 7 Nate’s Birthday (仮定法、驚きを示す)
9. Unit 8 Andy’s Decision (現在完了形、確認する)
10. Unit 9 Breakup with Nate (動名詞、提案する)
11. Unit 10 The Dream Job (受動態、意思・予定を述べる)
12. Unit 11 Announcement at the Party (関係代名詞、称賛す
る)
13. Unit 12 Andy’s Final Choice (使役動詞、丁寧に依頼す
る)
14. 復習
15. クラス内テスト、総括
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桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では主に以下の三つの活動に取り組みます。

(1) TED（Technology Entertainment Design）は、世界中の著名人や一
般人による講演会を開催・配信している非営利団体です。授業では
「ideas worth spreading (広める価値のあるアイデア)」の精神の下で披
露された様々なジャンルの英語によるプレゼンテーションをオンラ
インで視聴します。英語と日本語の字幕やトランスクリプトを活用
して読む活動も行い、内容の理解を深めつつ生の英語や熱く語られ
るメッセージの醍醐味を味わいます。

(2) 異なるテーマや場面に関するロールプレイ活動を英語で行いま
す。モデルダイアローグを聞き、音読し、ペアで内容を書き直し、
練習し、発表までつなげます。英語特有の発音やイントネーショ
ン、音の変化や強弱のリズム等を学び、発表に活かします。

(3) アカデミックな内容のパッセージを英語で読み、聞き、ノートを
とる学習に取り組みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のプレゼンテーション（字幕付き）を視聴し、生の英語の速度
や発音に慣れ、大意を理解するスキルの向上(技能)

英文パッセージを読み、要点や大切な情報を的確に理解できるよう
になる(技能)

英文パッセージを聞き取り、ノートをとるスキルの向上(技能)

他の学習者と協力して、英語ダイアローグを作成し、音読練習し、
発表することができる(技能)

自律的な英語学習者になるよう、自主的にオンラインを利用して英
語学習に取り組むことができる(態度・志向性)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布プリントの英文を読み、語彙のセクションに取り組む。
オンライン教材を視聴する。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。既習教
材の単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極な発言等）
４０％
* 課題＆発表３０％
* Final Test（期末テスト）３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）によ
り、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をとります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments] 指定の教科書はありません。授業プリントを
使用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 毎回、イヤフォンかヘッドフォン（3.5㎜ステレオミニプ
ラグ）と授業プリントを入れるフォルダー（A4サイズ）、
ノート、及び辞書を持参して下さい。
* 毎回出席し、積極的に授業に参加すること。出席しても
授業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がりま
す。自発的な発言や質問、発表が大切です。
* 授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表
等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合があ
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、評価法等につ
いて、Self-introduction
2. Lecture: Orientation for College Courses, Note-taking (講
義ノートの取り方), & English pronunciation (発音)
3. TED 1 (TED: Ideas worth spreading) イントロダクショ
ン& Role play 1 (Reading)
4. TED 2 & Role play 2 (Writing)
5. TED 3 & Role play 3 (Practice)
6. Review
7. TED 4 (課題プリント) & Role play 4 (Presentation)
8. Reading 1: Sleep
9. Reading 2: Good health & Role play 1 (Reading)
10. Reading 3: Vision and attention & Role play 2 (Writing)
11. Reading 4: Studying abroad & Role play 3 (Practice)
12. Music (Reading lyrics) & Role play 4 (Practice)
13. Music (課題プリント) & Role play 5 (Presentation)
14. Review & TED 4
15. Final Test

進行状況により変更になる場合があります。
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井上　由美

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスは、今までに見につけてきた英語力を実社会で使え
るよう、英語の４つの技能における運用能力を育成していくこ
とを目標にしています。大学生に身近なトピック(アルバイ
ト、買い物等)を扱ったテキストを用い、実際の場面や状況に
おけるコミュニケーションの練習を行います。（リスニング、
スピーキング)  また易しい英語のニュースを使い、内容を正確
に早く読めようになることを目指します。(リーディング、ラ
イティング) ペアやグループワークでの練習やディスカッショ
ンを行い、できるだけ多くのアウトプットを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①教科書で学んだ表現を聞いて理解できる。(知識・理解)

②教科書で学んだ表現を使い、場面に応じた会話を進めること
ができる。(技能)

③授業で学んだ英文の記事を理解できる。(知識・理解)

④英語を使うことへの抵抗をなくし、積極的にコミュニケー
ションをすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回予定のユニットに目を通し、わからない単語を調べ
ておくこと。(20分)
復習：各ユニットの新しい表現や単語を覚える。テキストは音
読をすること。確認の小テストを行います。(40分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業への積極的参加態度: 20%(到達目標①②④)
小テスト: 10%(到達目標①②③)
リスニングテス: 30%(到達目標①③)
定期試験: 40%(到達目標①②③ )

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Welcome To NIPPON! -Building International
Friendships-
[Author(s)] Akira Tajino et.al.
[Publisher] 朝日出版
[ISBN] 9784255156132
[Comments] 2018年出版　¥2,400

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的に授業へ参加することが望まれます。

授業計画は皆さんの理解度、希望により変更されることが
あります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方、シラバス説明等)
2. Unit 1: Giving Directions and Helping
     (道案内で使える表現)
3. Unit 2: Talking about Yourself
     (自己紹介で使える表現)
4. Unit 3: Host Family (留学生を迎える表現)
5. Review (表現の復習)
6. Unit 4: Commuting by Train
     (電車の乗り換えに使える表現)
7. Unit 5: Taking Classes (物事の描写の表現)
8. Unit 6: Talking with a Teacher (褒める表現)
9. Review (表現の復習)
10. Unit 7: Finding Friends (趣味や好みの表現)
11. Unit 8: Potluck (パーティーでの表現)
12. Unit 9: Sumo (物事の描写の表現)
13. Unit 10: Four Seasons (季節の説明の表現)
14. Unit 13: Part-time Jobs (アルバイト先での表現)
15. Review (総復習)
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熊抱　ゆかり

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語の４つの基本技能（読む、書く、聞く、話す）
のうち、「読む」・「聞く」の能力養成を目指す。

講義では、映画「Notting Hill」を題材にしたテキストを使用
し、映画の一場面を通して様々な問題に答えてもらいながら、
口語の英語表現に慣れ親しんでもらう。映画はテキストに見ら
れない「生の英語」が使用されており「使える英語」の宝庫で
ある。特に映画のスクリプトを使用したり、字幕を英語で見る
ことにより、語彙力を伸ばし、速読能力の向上へと繋げたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

口語表現に慣れ親しむことが出来る(知識・理解)

上記の口語表現を実際に発信することが出来る(技能)

英語の音声変化（音の連結、同化、脱落など）が理解出来る
(知識・理解)

上記の音声変化を実際に発音することが出来る(技能)

映画の英語が聞き取れるようになる(知識・理解)

速読能力が高まる(技能)

映画を英語や英語の字幕で見たいと思うようになる(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲の予習をしてくること。（60分）
授業で行った内容を必ず復習すること。（60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績を60点、授業態度(授業への積極的な参加20点
と発表・予習状況等20点)を40点で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Notting Hill New Format Edition
[Author(s)] 神谷　久美子　他
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-590-8

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の進度に合わせて必ず予習をすること。携帯電話は必
ず電源を切り使用しないこと。マナーを守って授業に臨ん
で下さい。辞書持参で授業に臨むことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction
2.Unit1:William's Notting Hill&She
3.Unit1:Transcript
4.Unit2:Surreal, But Nice
5.Unit2:Transcript
6.Unit3:A Goddess Is A Movie Star
7.Unit3:Transcript
8.Unit4:Birthday Party
9.Unit4:Transcript
10.Unit5:A Date With Anna/Transcript
11.Unit6:She's Gone/Transcript
12.Unit7:She's Back/Transcript
13.Unit8:Rude Awakening-Ain't No Sunshine/Transcript
14.Unit9:Like Me Again/Transcript
15.Unit10:The Right Decision-The Meaning of My Life Is She/
Transcript
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下條　恵子

◎－－－　概要　－－－◎

英語基礎学力の習得という目標の中でも、「読む」「聞く」の
基礎的な能力養成を目指します。リーディングにおいては、英
語の論理構造や英語独特の口語表現に注意しながら、基礎的な
英文の概要や要点さらには書き手の意図を正確に把握すること
を目指します。リスニングにおいても概要や要点、さらに話し
手の意図を理解できるように、基礎的な聞き取り練習をふんだ
んに実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ 英語圏のニュースを通じて、現代の標準的な英文を読
解・聴解する能力を身につける。(技能)

・ 現代の英語メディアを理解するための語彙を身につけ
る。(知識・理解)

・ 現代の英語メディアを理解するための文法、構文、論理
などを理解する。(知識・理解)

・ ノートテイキングなどの作業を通じて、概要や要点を理
解する方法を習得する。(技能)

・ 事実情報とキャスターの意見を分けて把握できるように
なる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・ 毎回授業の最初に授業内容に係る予習課題の小テストを
実施するので、指定された表現や語彙を学習しておくこと。授
業時間外の学習時間：約90分

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・ 定期試験（70％）では主に以下の点を評価します：
１）基礎的なニュース英語の読解・聴解を通して、概要を把握
できる。２）基礎的なニュース英語を通して、要点を把握でき
る。３）基礎的なニュース英語の読解・聴解を通して、時事情
報とキャスターの意見を分けて把握できる。

・ 小テスト（20%）では主に以下の点を評価します：
１） 基礎的なニュース英語を理解する上で必要な英語表現
を習得している。

・ 授業での貢献（10%）では主に以下の点を評価します：
１） 授業に意欲的に参加し、発表や質問などでクラスに貢
献している。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] CNN Student News Vol.5
[Author(s)] Fuyuhiko Sekido et al.
[Publisher] 朝日出版社
[ISBN] 978-4-255-15603-3
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業の最初に小テストを行なうので遅刻のないよう
に注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: 授業に関するガイダンスおよびウォーム・アップ演習
2: U1 Sleep and Compliments（比較表現）
3: U2 Space Junk （数量表現１）
4: U3 Teenagers and Digital Media（数量表現２）
5: U4 A Town Under One Roof（比喩表現）
6: U5 Stonehenge’s Deeper Mystery（時系列１）
7: U6 Helping Children in Nepal Get an Education（時系列
２）
8: U7 Saving Dogs（Non-nativeの英語）
9: U8 Air Pollution in Asian Cities（環境に関する表現）
10: U9 Meet the Millennials（21世紀の英単語）
11: U10 The Price of Oil（経済に関する表現）
12: U11 Police in Schools（教育に関する表現）
13: U12 River Surfing（スポーツに関する表現）
14: U13 Hip Hop Therapy（社会福祉に関する表現）
15: 総括、リスニング・テスト

*U=Unit
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進藤　範子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語の四技能のうち、リスニングとリーディングの力をバラ
ンス良く磨くタスクを行います。具体的には、まず、映像
(DVD)と音声(CD)を利用して内容把握と重要な英語表現を確認
します。次に、"SUMMARY"や"DICTATION"課題を通じて内容
理解を深め、読解力を養います。さらに、ペアワークやプリン
ト学習をおこない、英語表現の定着を図ります。最後に、各ユ
ニット終了後に実施される小テストによって学習したことを確
実に身につけます。なお、使用するテキストは、「アメリカか
ら来日した留学生が様々な日本の文化や習慣を体験する」とい
う設定になっています。テキストを通して日本文化や習慣につ
いて考え、他と比較し、自分の意見や状況を発信できる力を身
につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文法・語法・口語表現を確認し、理解する。(知識・理解)

英語の速度やリズム、音声変化などの発音に慣れ、聞き取るこ
とができるようになる。(技能)

語彙を増やし、英文を読んで内容を素早く理解するリーディン
グ力を強化する。(技能)

日本の文化や習慣などへの知識を深め、英語で発信できるよう
になる。(態度・志向性)

世界の多様な社会や文化を知り、比較し、視野を広げる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】次の回でするUNITを指定された方法で予習する。　
　　　　　　　　　　音声ストリーミング配信を使って内容把
握とリスニングをする。(40分）
【復習】　学習した内容を整理し、リスニングパートを使って
シャドーイング　　　　　をする。
　　　　　小テストの準備をする。(40分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
＊平常点　　　１０％(学習状況など授業への取り組み）
＊小テスト　　２０％(各ユニット終了後、実施）
＊課題提出　　１０％(ペアワークやタスク）
＊定期試験　　６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]WELCOME TO NIPPON !
[Author(s)]AKIRA TAJINO 他
[Publisher]ASAHI PRESS
[ISBN]978-4-255-15613-2 C1082
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業で詳細を説明します。テキストと筆記用具を持参
のうえ、必ず参加しましょう。
授業には、辞書を持参すること。（スマートフォンを辞書
代わりとすることは禁止）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに：授業の進め方、評価方法やスケジュールな
どについての説明を受けます。また、UNIT 1を使って自学
学習の方法を実践します。（2～14回は下記の通り、テキ
ストに沿って各テーマについて学習します。一つのユニッ
ト終了後、小テストを受けます。なお、学習する内容は変
更される場合もあります。）
２．UNIT 1 & 2(Talking about Yourself)
３．UNIT 3 & 4 (Commuting)
４．UNIT 5 (Taking Classes)
５．UNIT 6 (Talking with a Teacher)
６．UNIT 7 (Finding Friends)
７．UNIT 8 (Potluck Party)
８．UNIT 9 (Sumo)
９．UNIT 10(Four Seasons)
１０．UNIT 11(Green Tea)
１１．UNIT 12(Japanese Food)
１２．UNIT 13(Part-time Jobs)
１３．UNIT 14(Shopping)
１４．UNIT 15(Asakusa)
１５．前学期のまとめと補足。



2019-SJ00009601-47フレッシュマン・イングリッシュⅠ「E R&L-14」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

山内　ひさ子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC450点から500点程度の英語のリスニング力とリーディン
グ力を養成する。語彙力をつけることにより、英文をスムーズ
に読む力を養成する。また、ディクテーションなどによりリス
ニング力をつける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC 500点程度の英語力(技能)

英文の構造を知る(知識・理解)

課題提出(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎週語彙テストをするので、前週の学習内容をよく復習してお
くこと。また、頻繁に課題を出すので、必ず完成して提出する
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
語彙テスト及び課題提出　30％
前半語彙テスト　20％
後半語彙テスト　20％
定期試験　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Ambitions Intermediate
[Author(s)] VELC研究会教材開発グループ
[Publisher] 金星堂
[ISBN]　978-4-7647-4056-3
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回目　コースオリエンテーション、
         Unit 1 Cross-Cultural
Understanding
第2回目  Unit 2 Foods,
        　　　　  Unit 1 語彙テスト
第3回目　Unit 3 Foreign Language
Learning
        　　　　  Unit 2 語彙テスト
第4回目  Unit 4 Sports,
        　　　　  Unit 3 語彙テスト
第5回目  Unit 5 Fashion,
         　　　　 Unit 4 語彙テスト
第6回目  Unit 6 Living Things
         　　　　 Unit 5 語彙テスト
第7回目　Unit 7 Art
         　　　　 Unit 6 語彙テスト
第8回目  前半語彙テスト(Unit 1-7)
　　　　　　　　　 Unit 8 Global Issues
 第9回目 Unit 9 Japanese Culture
         　　　　　Unit 8 語彙テスト
第10回目 Unit 10 Human Rights
        　　　　 　Unit 9 語彙テスト
第11回目 Unit 11 Environmental Issues
         　　　　　Unit 10 語彙テスト
第12回目 Unit 12 Health & Medical
Issues
        　　　　　 Unit 11 語彙テスト
第13回目 Unit 13 Economy & Industry
         　　　　　Unit 12 語彙テスト
第14回目　Unit 14　Legal Issues
第15回目　後半語彙テスト、授業のまとめ

授業の進行速度や額十順序は、学生の学習状況に応じて変
わることがあります。



2019-SJ00009601-48フレッシュマン・イングリッシュⅠ「E R&L-15」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

永野　美子

◎－－－　概要　－－－◎

このコースで学生は、英語の４つの技能のうちリーディングと
リスニングの力を養成する。
使用するテキストには、国際連合教育文化機関（通称ユネス
コ）認定の「世界遺産」の映像の収められたDVDがついてい
る。学生たちは毎回、このDVDを視聴したり、テキストのなか
のその世界遺産について書かれたパラグラフを読んだりしなが
ら、まるで自分自身がその世界遺産を訪れているような気分に
なることであろう。
そのようにして、いろいろな国々の世界遺産に興味を持つよう
になれば、学生自身が、実際にそれらの国々に旅行して自分の
目で世界遺産を見てみたいと思うようになるかもしれない。そ
のことが、自律学習につながることだろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①各ユニットのDVD映像を視聴し、内容を大まかに理解するこ
とができる。(技能)

②各ユニットで扱われている世界遺産の情報を、Readingのパ
ラグラフを読んで、正確に理解することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で取り上げられる章の全体に目を通し、リー
ディングの部分は、知らない単語を辞書で調べておく。（30
分）
復習：授業中に見たビデオを、自宅などで再度視聴して、あま
り聴き取れなかった箇所について確認する。リーディングのパ
ラグラフも再度読んで、内容を確認する。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（受講態度、予習の出来具合）：50％（到達目標①②）
授業中に視聴するDVD映像を、どの程度正確に理解することが
できるようになったかをチェックする。また、テキストの文章
を事前に読んできたかどうかもチェックする。

定期試験結果：50％（到達目標②）
テキストの文章を読んで正確に理解しているかどうかをチェッ
クする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Exploring World Heritage on DVD Ⅱ
[Author(s)]H.Tsukano, R.V.Benthuysen
[Publisher]Seibido
[ISBN]978－4－7919－3389－1
[Comments]定価2,400円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、必ず自分のテキストと英語の辞書を持って授業に出
席すること。（スマートフォンの辞書機能を使用すること
は禁じます）
授業中は、常に積極的な姿勢（自主発表など）が評価され
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．コースの概要説明、Unit 1 Yellowstone　National Park
(in U.S.A.)
２．Unit 2 Kakadu National Park (in
　Australia)
３．Unit 3 Venice and Its Lagoon (in
　Italy)
４．Unit 4 Mont-Saint-Michel and Its
　Bay (in France)
５．Unit 5 The Hiroshima Peace
　Memorial (in Japan)
６．Unit 6 Changdeokgung Palace
　Complex (in South Korea)
７．Unit 7 The Pyramids from Giza to
　Dahshur (in Egypt)
８．Unit 8 Galapagos Islands (in
　Ecuador)
９．Unit 9 Works of Antoni Gaudi (in
　Spain)
10. Unit 10 Serengeti National Park
  (in Tanzania)
11. Unit 11 Istanbul (in Turkey)
12. Unit 12 Cologne Cathedral (in
　Germany)
13. Unit 13 Hue Monuments (in
　Vietnam)
14. Unit 14 Westminster Palace and
　Abbey (in U.K.)
15. Unit 15 Canaima National Park
　(in Venezuela)
但し、受講生の活動状況に応じて、進度が変更される場合
がある。



2019-SJ00009601-49フレッシュマン・イングリッシュⅠ「E R&L-16」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能のうち、リスニングとリーディングの力を中心に
養います。ビジネスで実際に遭遇することの多い場面に関し
て、典型的な会話を「聞き」、関連するパッセージを「読
み」、e-mailを「書く」というトレーニングを通して、総合的
な英語力の向上を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．ビジネスの場面のコミュニケーションに必要な語彙・表現
を身に付ける。(知識・理解)

２．ビジネスの場面のコミュニケーションに必要な「読む」
「聞く」力を身に付ける。(技能)

３．emailを「読み」「書く」ことができる。(技能)

４．自立的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitの冒頭にあるVocabulary Exerciseをして
おくこと。（３０分）
復習：（１）学習したUnitの重要な表現のまとめ、（２）学習
したUnitのSupplementary Worksheet、をすること。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点（授業中の質疑応答の回数と内容、タスクの内容）：４
０％（到達目標１，２，３，４）
Supplementary Worksheet：１０％（到達目標１，４）
定期試験：５０％（到達目標１，２，３）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Go Global
[Author(s)]Pearson G., G.Skerritt & H.Yoshizuka
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7184-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各UnitのConversationとSupplementary Worksheetで学習した
音声は、オンライン学習システムEnglishCentralにて学習す
ることができます。EnglishCentralを利用するにあたって、
アカウントとアクセスコードの登録が必要ですので、各
自、登録を行ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方
2. Unit 1: Introducing Yourself
3. Unit 2: Introducing Companies
4. Unit 3: Explaining Your Role
5. Unit 4: Introducing Products
6. Unit 5: Checking Information
7. Unit 6: Giving Your Opinion
8. Unit 7: Making Requests
9. Unit 8: Asking Permission
10.Unit 9: Making Invitations
11.Unit 10: Making Appointments
12.Unit 11: Canceling and Rescheduling
13.Unit 12: Describing Locations
14.Unit 13: Looking After a Visitor
15.Unit 14: Making a Phone Call



2019-SJ00009601-50フレッシュマン・イングリッシュⅠ「E R&L-17」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　英語の論理構造を的確につかめるようになることを目標とし
ます。テキストは、本講義担当者（山田）が事前に作成し、
ネット上に掲示します。受講者は、それをネット上から各自ダ
ウンロードし、プリントアウトして、予習を確実に行ってから
授業に臨んで下さい。ダウンロードの方法やパスワードに関し
ては、最初の授業で指示します。
　英語の論理構造のみならず、言語活動における論理構造を理
解するためには、逆に、各種の論理上の誤りを認識できるよう
になるのが近道です。そこで、この授業では、英語の論理構造
（議論構造）上の誤りを含む実例を提示・解説し、そのような
誤りをおかしたり、相手の誤った議論に引きずり込まれないよ
うにするための方法を、英語で学んでいきます。リスニングに
ついては、映画の英語を素材に、聞き取り練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の論理構造やパラグラフ（段落）構成に注意しながら、英
文の概要や要点を理解し、書き手の意図を掴めるようになる。
(知識・理解)

指示された英語のセリフの概要や要点、さらには話し手の意図
を理解できるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：次回の授業の範囲を辞書を引きながら必ず徹底的
に予習して下さい。特に、英語の論理に注意して読んで下さ
い。 （１時間以上の事前学習が必要です。）
　事後学習：学習した項目及び議論の内容を友人に例を用いて
説明できるくらいになっているか自分でチェックして下さい。
（１時間以上の事後学習が必要です。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。
　定期試験7割、小テスト（映画のリスニング・書き取り）等3
割とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Common Errors in Thinking (C)
[Comments] 自作PDF教材 (C) No text is required. Handouts
will be provided.

◎－－－　参考書　－－－◎

　特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業への積極的な参加が特に重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Disjunctive Argument
2. Either A or B
3. One Ａlternative is true and possibly both
4. The Ａlternatives are only two in number and mutually
exclusive
5. If the Ａlternatives are not mutually exclusive, you cannot
argue by affirming an Ａlternative
6. Two possibilities
7. Contraries
8. Contradictories
9. Complex argument
10. Chains of reasoning made up of immediate inferences,
syllogisms, hypothetical or disjunctive arguments
11. Dilemma
12. Two hypotheses and a disjunction
13. Some dilemmas offer two courses of action, both of which
are shown to be unpleasant
14. Be suspicious of dilemmas
15. Summary

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ (山田英二)
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)



2019-SJ00009602-34フレッシュマン・イングリッシュⅡ「E R&L-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

アメリカのドラマ『グリー』を使用として、「生の英語」に触
れ、ナチュラルスピードの英語を聞き取る訓練を行います。ま
た、学習した機能表現を活用した会話を作成したり、パート
ナーとチャンクの暗記を行うことで、英語でのコミュニケー
ションに慣れることを目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 基礎的なリスニングができる。(技能)

(2) アメリカ英語の特徴、音の脱落、変化する音などの英語音
声の特徴を学び、理解することができる。(知識・理解)

(3) 授業内外で英語学習に取り組むことができるようになる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・小テストの準備 (30分)
・指定された教科書の範囲の予習（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

参加状況(積極的発表・発言、課題提出など）: 30% ［到達目標
(1), (2), (3) ］
単語テスト:10% ［到達目標 (3) ］
オーラル確認テスト:10％ ［到達目標 (2), (3) ］
最終試験: 50% ［到達目標(1), (2) ］

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate in English with Glee
[Author(s)]角山照彦
[Publisher]松柏社
[ISBN] 978-4-88198-734-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が多いと授業への参加状況（積極的発表等）が評価で
きないので、単位の習得が難しくなる場合があります。ま
た、授業では頻繁にペアでの活動を行うため、それらへの
積極的な参加が求められます。辞書必携。携帯電話の使用
不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． オリエンテーション
2. Unit 1 New Directions
3. Unit 2 What's the Other Option?　　　
4. Unit 3 You're Leaving Us?
5. Unit 4 Don't Stop Believing
6. Unit 5 He's Not Coming
7. Unit 6 I Want In
8. Unit 7 Where Is Everybody?
9. Unit 8 You Inspire People
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 9 He Doesn't Belong Here
12. Unit 10 So Be It
13. Unit 11 It's a Win-Win for Both of Us
14. オーラル確認テスト
15. 最終試験
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

英語に堪能な者であれば2分で読めるという超短編ミステリー
小説集を扱い、名探偵ハレジアン博士が活躍するミステリーを
楽しみながら、英語の読解力と聴解力、さらには謎を解くため
の論理的な思考力を高めます。授業ではまず、テキストを元に
作成したプリントを利用して英語のリスニングをおこない、所
定の回数CDを聞いたうえで、どの程度聞き取りが出来たかを
確認します。その際には、特に英語を聞き取るうえで注意が必
要な音のパターンなどを担当者が説明します。リスニングが終
わったら、次はリーディングに移行し、先ほど聞き取りをおこ
なった英文を精読していきます。最後に、そのユニットに関す
る「謎」に解答してもらい、終了となります。なおその謎の答
え合わせは、次の授業の冒頭でおこないます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①短い英語のミステリー小説を読むための語彙力を身につける
ことができる。(知識・理解)

②短い英語のミステリー小説の英文を読解することができる。
(技能)

③聞き取りの難しい英語の音に注意して、一定速度の英文を聴
き取ることができる。(技能)

④ミステリー小説の謎に対して様々な角度から思考をめぐら
し、積極的に答えを導き出そうとする姿勢を持つ。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の週に読む部分（前の週に指定します）をしっかりと
読むとともに、該当箇所の音声をCDで確認する（45分）

復習：授業の中で難しかった英文の意味を確認し、試験で出題
されても解けるようにしておく。また聞き取りの難しい音や重
要な単語についてはその後のユニットでも登場する可能性が高
いため、もう一度聞き直しておく（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価をおこないます。

毎週の学習状況（積極的な学習姿勢、ワークシート、授業での
指名発表）40％ （到達目標①，②，③，④）
リスニング試験20％ （到達目標③）
定期試験40％ （到達目標①，②）

＊この授業では輪番制で和訳を求めるほか、ワークシートを利
用してリスニングの問題にも取り組みます。つまりそもそも授
業に出席しなくてはそういった活動に取り組むことが出来ない
わけで、欠席すると必然的にその分の点数を引かれることにな
ります。一般的に言って、授業回数の3分の1以上（通常は5回
以上）欠席すると、「積極的な学習姿勢」が全く見られないと
判断されるほか、ワークシートの提出なども他の学生より少な
いということになり、単位の取得が非常に難しくなるので注意
して下さい。また、遅刻についても累積すればするほどマイナ
スが大きくなるので気をつけて下さい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Solve the Mystery and Improve Your English Reading
Skills
[Author(s)]Donald J. Sobol, et al.
[Publisher]英宝社
[ISBN]978-4-269-02147-1
[Comments]2011年発行。価格1,600円＋税。

◎－－－　参考書　－－－◎

　担当者が適宜、授業の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎時間、必ず辞書を持参して下さい。
・授業計画はあくまで目安であり、受講者の進度等に応じ
て変更を加えることがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（授業の説明）
2 ハレジアン博士の最初の事件を読み解く（名詞に注意し
て読む）。
3 ハレジアン博士第2の事件を読み解く（動詞に注意して
読む）。
4 ハレジアン博士第3の事件を読み解く（形容詞に注意し
て読む）。
5 ハレジアン博士第4の事件を読み解く（副詞に注意して
読む）。
6 ハレジアン博士第5の事件を読み解く（接続詞に注意し
て読む）。
7 ハレジアン博士第6の事件を読み解く（前置詞に注意し
て読む）。
8 ハレジアン博士第7の事件を読み解く（冠詞に注意して
読む）。
9 ハレジアン博士第8の事件を読み解く（分詞に注意して
読む）。
10 プレイスメント・テスト
11 ハレジアン博士第9の事件を読み解く（不定詞に注意し
て読む）。
12 ハレジアン博士第10の事件を読み解く（関係詞に注意
して読む）。
13 ハレジアン博士第11の事件を読み解く（時制に注意し
て読む）
14 リスニング試験
15 まとめと総復習
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、ドラマ『グリー』のテキストを使って、基礎的
なリーディング力とリスニング力を養成していきます。ただド
ラマを鑑賞するだけではなく、ストーリーを楽しみながら、
様々な場面に応じた英文法や会話表現を身につけ、音読やロー
ルプレイを重ねることで、自己表現できるようになることを目
的とします。毎回の授業では、前回分の復習を兼ねた小テスト
を実施し、着実に英語力を伸ばしていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然なスピードの英語に慣れる(技能)

自然なスピードの英語を聞き取り、理解できる(技能)

自分の考えを英語で表現できるようになる(技能)

他人に英語を使って自分の考えを伝えることができるようにな
る(技能)

英文の内容を理解するとともに、批判的思考(critical thinking)能
力を向上させる(知識・理解)

他人の考えを受け入れ、自分の考えをさらに広げることができ
るようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。(45分)　　　　　　　　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング部分は何度も聴きなおし、シャ
ドーイング練習すること。小テストにも備えてください。(45
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
・小テスト20％ (計10回)
・クラス内テスト50％ （Reading 30%, Listening 20%）
クラス内テストについて、やむを得ない事情（伝染病の罹患な
ど）によって欠席した場合、正式な書類(医師の診断書等)の提
出があれば別日にテストを実施する。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with glee̶New Directions 『グ
リー』で学ぶコミュニケーション英語①ニュー・ディレク
ションズ結成
[Author(s)]角山照彦　Simon Capper
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-734-6
[Comments]テキスト価格 ￥2,200+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 New Directions (動名詞、励ます)
3. Unit 2 What’s the Other Option? (仮定法、決意を示す)
4. Unit 3 you’re Leaving Us? (現在完了形、驚きを示す)
5. Unit 4 Don’t Stop Believing (関係詞、説得する)
6. Unit 5 He’s Not Coming (不定詞、謝罪する)
7. Unit 6 I Want In (分詞、称賛する)
8. Unit 7 Where Is Everybody? (関係詞、落胆を示す)
9. Unit 8 You Inspire People (使役動詞、話を切り出す)
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 9 He Doesn’t Belong Here (進行形、感謝を示す)
12. Unit 10 So Be It (受動態、会話を打ち切る)
13. Unit 11 It’s a Win-Win for Both of US (不定代名詞、確
認する)
14. Unit 12 Thanks for Telling Me (仮定法、打ち明ける)、復
習
15. クラス内テスト、総括
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では主に以下の三つの活動に取り組みます。

(1) TED（Technology Entertainment Design）は、世界中の著名人や一
般人による講演会を開催・配信している非営利団体です。授業では
「ideas worth spreading (広める価値のあるアイデア)」の精神の下で披
露された様々なジャンルの英語によるプレゼンテーションをオンラ
インで視聴します。英語と日本語の字幕やトランスクリプトを活用
して読む活動も行い、内容の理解を深めつつ生の英語や熱く語られ
るメッセージの醍醐味を味わいます。

(2) 異なるテーマや場面に関するロールプレイ活動を英語で行いま
す。モデルダイアローグを聞き、音読し、ペアで内容を書き直し、
練習し、発表までつなげます。英語特有の発音やイントネーショ
ン、音の変化や強弱のリズム等を学び、発表に活かします。

(3) アカデミックな内容のパッセージを英語で読み、聞き、ノートを
とる学習に取り組みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のプレゼンテーション（字幕付き）を視聴し、生の英語の速度
や発音に慣れ、大意を理解するスキルの向上(技能)

英文パッセージを読み、要点や大切な情報を的確に理解できるよう
になる(技能)

英文パッセージを聞き取り、ノートをとるスキルの向上(技能)

他の学習者と協力して、英語ダイアローグを作成し、音読練習し、
発表することができる(技能)

自律的な英語学習者になるよう、自主的にオンラインを利用して英
語学習に取り組むことができる(態度・志向性)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布プリントの英文を読み、語彙のセクションに取り組む。
オンライン教材を視聴する。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。既習教
材の単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極な発言等）
４０％
* 課題＆発表３０％
* Final Test（期末テスト）３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）によ
り、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をとります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments] 指定の教科書はありません。授業プリントを
使用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 毎回、イヤフォンかヘッドフォン（3.5㎜ステレオミニプ
ラグ）と授業プリントを入れるフォルダー（A4サイズ）、
ノート、及び辞書を持参して下さい。
* 毎回出席し、積極的に授業に参加すること。出席しても
授業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がりま
す。自発的な発言や質問、発表が大切です。
* 授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表
等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合があ
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、評価法等につ
いて、Self-introduction
2. Lecture: Orientation for college courses, Note-taking (講
義ノートの取り方), & English pronunciation (発音)
3. TED 1 (TED: Ideas worth spreading)イントロダクショ
ン& Role play 1 (Reading)
4. TED 2 & Role play 2 (Writing)
5. TED 3 & Role play 3 (Practice)
6. Review
7. TED 4 (課題プリント) & Role play 4 (Presentation)
8. Reading 1: Sleep
9. Reading 2: Good health & Role play 1 (Reading)
10. プレイスメントテスト
11. Reading 3: Vision and attention & Role play 2 (Writing)
12. Reading 4: Studying abroad & Role play 3 (Practice)
13. Music (Reading lyrics) & Role play 4 (Practice)
14. Music (課題プリント) & Role play 5 (Presentation)
15. Final Test

進行状況により変更になる場合があります。
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

谷口　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、NHKで実際に放送されている英語ニュースを教材
として用い、リーディング力とリスニング力の養成をはかりま
す。授業では、まず、扱うニュースのテーマに関する背景的な
情報やニュースで用いられている重要語句・重要表現などの確
認を行います。その後、ニュースを視聴し、ディクテーション
や内容把握問題などを通して、リスニング力を養います。リス
ニングの後、同じニュースを文字で読み、語彙・構文・論理構
成・内容などに重点を置いて、リーディング力の向上を目指し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読解する能力を向上させる。
(知識・理解)

生の英語の速度やリズムに慣れ、リスニング力を向上させる。
(技能)

現代社会に関する英文を理解するのに必要な英語の語彙、文
法、構文などを強化する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の授業に備えて、指定された部分の予習（４０分）
・授業後は、授業内容の理解の確認、テキストと付属DVDを用
いた読解とリスニングの復習、小テスト準備（５０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験：５０％　（到達目標①②③）
・リスニング試験、語彙・表現の小テスト：３０％　（到達目
標①②③）
・平常点（発表、課題提出、学習状況など）：２０％　（到達
目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]NHK NEWSLINE
[Author(s)]山﨑達朗・Stella M. Yamazaki・Erika C. Yamazaki
[Publisher]金星堂
[ISBN]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には辞書を持参してください。
・授業の進行に応じて、小テストを実施します。
・授業の予習・復習を目的として、課題を提出してもらうことがあります。課題
の具体的な内容については、その都度お知らせします。
・授業の進度の具合などにより、各週の授業内容が変更になる場合もあります。
その場合は、事前にお知らせします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の進め方：
まず始めにニュースを視聴してリスニングのトレーニング行い、その後、ニュー
スのスクリプトの英文を読み進めます。その際、このニュースの英語や内容につ
いて、担当者に発表をしてもらいます。

第１週：
イントロダクション：授業の進め方、リーディングとリスニングの学習方法に関
する説明

第２週：
Unit 1（Tea for You ）ニュースDVD視聴と内容把握の訓練、リスニングの基礎およ
びニュース英語についての説明

第３週：
Unit 1 英文スクリプト解説、
Unit 2（Small Is Beautiful）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第４週：
Unit ２　英文スクリプト解説、発表、
Unit ３（Youth Trip for Mutual Understanding）ニュースDVD視聴とリスニングの訓
練

第５週：
Unit ３ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ４（Building a Language Bridge）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第６週：
Unit ４ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ５（Sizzle and the City ）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第７週：
Unit ５ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ６（Summer Spooks）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第８週：
Unit ６ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ７（Hitmake）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第９週：
Unit ７ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ８（Daughters of the Soil）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１０週：
プレイスメント・テスト

第１１週：
Unit ８ 英文スクリプト解説、発表、
Unit ９（Engaging Youth in Politics）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１２週：
Unit ９ 英文スクリプト解説、発表、
Unit １０（Magic in Moonlighting）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１３週：
Unit １０ 英文スクリプト解説、発表、
Unit １１（On Your Bike）ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１４週：
Unit １１ 英文スクリプト解説、発表、
Unit １２ (Designing Nations)ニュースDVD視聴とリスニングの訓練

第１５週：
Unit １２ 英文スクリプト解説、発表、
これまでの授業内容の確認

（上記の授業内容は、授業の進行状況により変更になる場合があります。）
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永野　美子

◎－－－　概要　－－－◎

このコースで学生は、英語の４つの技能のうちリーディングと
リスニングの力を養成する。
使用するテキストには、国際連合教育文化機関（通称ユネス
コ）認定の「世界遺産」の映像の収められたDVDがついてい
る。学生たちは毎回、このDVDを視聴したり、テキストのなか
のその世界遺産について書かれたパラグラフを読んだりしなが
ら、まるで自分自身がその世界遺産を訪れているような気分に
なることであろう。
そのようにして、いろいろな国々の世界遺産に興味を持つよう
になれば、学生自身が、実際にそれらの国々に旅行して自分の
目で世界遺産を見てみたいと思うようになるかもしれない。そ
のことが、自律学習につながることだろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①各ユニットのDVD映像を視聴し、内容を大まかに理解するこ
とができる。(技能)

②各ユニットで扱われている世界遺産の情報を、Readingのパ
ラグラフを読んで、正確に理解することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で取り上げられる章の全体に目を通し、リー
ディングの部分は、知らない単語を辞書で調べておく。
復習：授業中に見たビデオを、自宅などで再度視聴して、あま
り聴き取れなかった箇所について確認する。リーディングのパ
ラグラフも再度読んで、内容を確認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（受講態度、予習の出来具合）：50％（到達目標①②）
授業中に視聴するDVD映像を、どの程度正確に理解することが
できるようになったかをチェックする。また、テキストの文章
を事前に読んできたかどうかもチェックする。

定期試験結果：50％（到達目標②）
テキストの文章を読んで正確に理解しているかどうかをチェッ
クする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Exploring World Heritage on DVD Ⅱ
[Author(s)]H.Tsukano, R.V.Benthuysen
[Publisher]Seibido
[ISBN]978－4－7919－3389－1
[Comments]定価2,400円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、必ず自分のテキストと英語の辞書を持って授業に出
席すること。（スマートフォンの辞書機能を使用すること
は禁じます）
授業中は、常に積極的な姿勢（自主発表など）が評価され
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．コースの概要説明、Unit 1 Yellowstone　National Park
(in U.S.A.)
２．Unit 2 Kakadu National Park (in
　Australia)
３．Unit 3 Venice and Its Lagoon (in
　Italy)
４．Unit 4 Mont-Saint-Michel and Its
　Bay (in France)
５．Unit 5 The Hiroshima Peace
　Memorial (in Japan)
６．Unit 6 Changdeokgung Palace
　Complex (in South Korea)
７．Unit 7 The Pyramids from Giza to
　Dahshur (in Egypt)
８．Unit 8 Galapagos Islands (in
　Ecuador)
９．Unit 9 Works of Antoni Gaudi (in
　Spain)
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 10 Serengeti National Park
　(in Tanzania)
12. Unit 11 Istanbul (in Turkey)
13. Unit 12 Cologne Cathedral (in
　Germany)
14. Unit 13 Hue Monuments (in
　Vietnam)
15. Unit 14 Westminster Palace and
　Abbey (in U.K.)
但し、受講生の活動状況に応じて、進度が変更される場合
がある。
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柴田　千秋

◎－－－　概要　－－－◎

世界各国の若者とのインタヴューを基にした、主にリスニング
力を養成するテキストを用います。旅行、教育、食事、買物、
仕事、スポーツなど、さまざまな話題についての短い対話を聞
き、質問に答えていきます。国や地域による微妙な発音の違い
や、習慣や価値観、社会制度の違いなども学んでいきます。ま
た、内容理解に必要な語彙を増やし、スピーチの情報を聞き取
る訓練を通じて、リーディングに必要な知識と速読力の養成に
もつなげていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

短い会話文を聞き取れるようになる。(技能)

質問に対して的確な応答ができるようになる。(技能)

スピーチを理解したり、速読するのに必要な語彙を増やす。
(知識・理解)

自主的に英語活動に参加する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の課を予習し、ＣＤを聞いてくる。(３０分)
復習では、学習した課を繰り返し聞き、重要な単語や構文を覚
えるようにする。(４０分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点３０％（授業での発表、各課の復習小テスト）（到達目
標①②③④）
復習リスニングテスト４０％（到達目標①）
定期試験３０％（到達目標②③)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]World Interviews̶Improving listening and speaking
skills―
[Author(s)]Miles Craven，城　由紀子
[Publisher]成美堂
[ISBN]9784791945870
[Comments]価格2000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の小テストや復習リスニングテストを受けないと評
価を受ける機会を逃すことになるので気を付けること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方、評価の仕方などの説明 / Unit 1: Vacations
2. Unit 2: Growing Up / Unit 3: Entertainment
3. Unit 4 : Food and Drink / Unit 5: Travel & Tourism
4. Unit 6 : Education / Unit 7: Fashion
5. Unit 8: Living Abroad / Unit 9: Working Life
6. Unit 10: Health / Unit 11: Changing Times
7. Unit 12: Student Life / Unit13: The Arts
8. Unit 14: Shopping / Unit 15: Friends
9. 復習リスニングテスト（１）/ Unit 16: Sport
10.プレイスメント・テスト
11. Unit 19: Money Matters / Unit 20: Cultural Identity
12. Unit 21: Family / Unit 22: Youth Culture
13. Unit 23: Dating and Marriage / Chapter 24: Crime
14: 復習リスニングテスト（２）
15: まとめと解説
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上村　隆一

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、「英語を学ぶ」段階から「英語で学ぶ」段階へ
ステップアップする手段として、普段日本語で見聞きしている
ニュースを英語で理解できるよう、ネット上で配信されている
CNN Video Newsの内容を取り上げます。メディア英語特有の語
彙、慣用表現を確認しながら、生のビデオニュースを閲覧し、ト
ピックの要点を聞き取る練習を授業時間外に行い、授業時には簡
単な英文レポートを個別に発表してもらいます。各単元の構成と
学習手順は以下の通りです。

(1) Warm Up & Video Check: ニュースの放送原稿から一部を抽出
し、聴き取り・内容理解のポイントを学習する。また、ビデオ
ニュースの内容全体に関する理解度チェックを英問英答形式で行
う。
(2) Words and Phrases to Study: ニュースの放送内容に含まれる重
要語彙、イディオムをあらかじめチェックします。授業時小テス
トの問題（定義選択、適語補充）としても使う。
(3) Blanks to Fill in:　ニュース音声聴き取りに焦点を絞り、原稿
（スクリプト）の空所を埋めながらメディア英語独特の用語、慣
用表現についても逐次確認する。
(4) Judgments to Make:ニュースの内容に関する正誤判定（True/
False）問題に解答し、判定の根拠を説明できるようにする。
(5) Partial Composition:放送原稿（スクリプト）に含まれている慣
用表現、メディア英語特有の言い回しなどを部分英作文によって
学習する。
(6) Your Opinion: ニュースの内容に関連して、自分の意見・コメ
ントを簡単に英語でまとめ、発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

メディア英語の特徴を基本的な語彙・イディオムと映像・音声情
報の効果的な使い方によって学習することができる(知識・理解)

携帯端末、PCなどを積極的に利用して、ネット上の動画・音声
データを閲覧、検索し、英語で内容を理解できるようになる(技
能)

「英語を学ぶ」段階から「英語で学ぶ」段階へステップアップす
るための基礎固めができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書各単元の指定箇所演習問題について、あらかじめス
マートフォンなどでビデオニュース、音声を視聴しながら解答し
ておく。(授業時小テスト準備を含めて90分)
復習：教科書電子版PDFファイルに授業時の注意事項、練習問題
解答を入力し、さらに授業時発表原稿を適宜加筆修正して提出す
る。（課題作成下調べを含めて60-90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。
毎授業時施の小テスト（語彙問題とリスニング） 20％
計2回のオンライン復習テスト（中間・期末試験相当） 50%
授業時発表内容および授業後提出課題の評価 30%

（備考）このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English for the Global Age with CNN vol. 20
[Author(s)] Kansai University CNN Research Group
[Publisher] Asahi Press (2019)
[ISBN] 978-4-255-15632-3
[Comments] 冊子体教科書とウェブ教材を併用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本授業はPC教室でCALL形式の演習を行いま す。オンライ
ン課題教材をダウンロードし、授 業時のバックアップ書
類を保存してもらうため、容量４GB以上のUSBメモリを
毎回必ず持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　授業ガイダンス、Mac入門
第２回　Unit 1 Well Suited for Royalty
第３回　Unit 2 Never More Timely
第４回　Unit 3 Miracle Transformer
第５回　Unit 4 Lukewarm Welcome
第６回　Unit 5 Otherworldly Genius
第７回　Unit 6 A Different London Tube
第８回　復習テスト（１）
第９回　Unit 7 Where France Meets Arabia
第10回   プレイスメントテスト
第11回   Unit 8 Storing and Sharing It
第12回   Unit 9 Dutch Ingenuity
第13回   Unit 10 Putin's Soft Spot
第14回   Unit 11 Neither One nor the Other
第15回　復習テスト（２）
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高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとリスニングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、現代の標準
的な英文を読解し、英語で発信する能力を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、確認テストを行うので指示のあった箇所の復習を必ず各
自で行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（授業中の積極的な姿勢を評価します。）
小テスト20％　（合計10回）
クラス内テスト40％　（Reading 20%, Listening 20%）

尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点し
ます。
授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価
ができないため、単位取得が難しくなる場合があります。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. プレイスメント・テスト
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括
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進藤　範子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語の四技能のうち、リスニングとリーディングの力をバラ
ンス良く磨くタスクを行います。具体的には、アメリカ３大
ネットワークの１つ、CBSの報道番組をもとに編集されたテキ
ストを用いて、現代のアメリカ社会を映し出す最新情報や、日
本関連のニュースを視聴しながら、リスニング(ニュースの大
意把握と重要語句の聞き取り)をします。また、そのニュース
の内容を英語で読んで、必要な情報を的確に理解するトレーニ
ングをします。次に、"SUMMARY" PARTを使って読解力を養
います。最後に、自分の考えをまとめます。なお、各ユニット
終了後、確認テスト(小テスト）を行い、学習したことを確実
に身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界の時事問題を理解するのに必要な語彙を増強する。(知
識・理解)

文法・語法・口語表現を確認し、理解する。(知識・理解)

英語の速度やリズム、音声変化などの発音に慣れ、聞き取るこ
とができるようになる。(技能)

英文の内容を的確に速く理解することができるようになる。
(技能)

世界の多様な社会や文化を知り、比較し、視野を広げる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】次の回でするUNITを予習する。動画・音声ストリー
ミング配信を使って内容確認とリスニングをする。(40分）
【復習】学習した内容を整理し、リスニングパートを使って
シャドーイングをする。確認テストの準備をする。(40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
＊平常点　　　　１０％(学習状況など授業への取り組み）
＊小テスト　　　２０％(各ユニット終了後実施）
＊課題提出　　　１０％（ペアワークやタスク）
＊定期試験　　　６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CBS NewsBreak 4
[Author(s)]Nobuhiro Kumai他
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN]978-4-7919-7186-2 C1082
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業で詳細を説明します。テキストと筆記用具を持参
のうえ、必ず参加しましょう。授業には、辞書を持参する
こと。(スマートフォンを辞書代わりに使用することは禁
止。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに：授業の進め方、評価方法やスケジュールな
どについての説明を受けます。また、UNIT 1を使って自学
学習の方法を実践します。(2～14回は下記の通り、テキス
トに沿って各テーマについて学習します。一つのユニット
終了後、小テストを受けます。なお、学習する内容は変更
される場合もあります。）
２．UNIT 1: Universal Rental Service
３．UNIT 1
４．UNIT 2: Coffee
５．UNIT 2
６．UNIT 3: Lost in Translation
７．UNIT 3:
８．UNIT 5: Your Smartphone
９．UNIT 7: Selling Charity
１０．　プレイスメントテスト
１１．UNIT 9: Stitch in Time
１２．UNIT 9
１３．UNIT 14: With Robots
１４．UNIT 14:
１５．後学期のまとめと補足



2019-SJ00009602-44フレッシュマン・イングリッシュⅡ「E R&L-11」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

山内　ひさ子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC500点～550点程度の英語のリーディング力とリスニング
力を養成する。英文エッセイの構文を理解することにより、内
容理解力の養成を図る。ディクテーションなどによりリスニン
グ力の向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC５５０点程度の英語力(技能)

英文エッセイの構想を知る(知識・理解)

課題提出(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回語彙小テストをするので、前週の学習内容をよく復習して
おくこと。また、課題を頻繁に課すので、毎回提出すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
語彙小テスト・課題提出　　30％
語彙中間テスト　　　　　　20％
語彙後半テスト　　　　　　20％　
定期試験　　　　　　　　　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Skills for Better Reading (Revised Edition)
[Author(s)] Yumiko Ishitani, John Wallis, Suzanne Embury　
[Publisher]　南雲堂　
[ISBN] 978-4-523-17603-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持ってくること

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　コースオリエンテーション
第2回　Unit 1　Conclusion/Reasons
第3回　Unit 2  Analysis, Unit 1
　　　　　　　　 語彙小テスト
第4回　Unit 3  Theory/Proof,
　　　　　　　　 Unit 2 語彙小テスト
第5回　Unit 4  Controversy,
　　　　　　　　 Unit 3 語彙小テスト
第6回　Unit 5  Comparison/Contrast, 　
　　　　　　　　 Unit 4 語彙小テスト
第7回　Unit 6  Classification,
　　　　　　　　 Unit 5 語彙小テスト
第8回　Unit 7  Instructions,　
　　　　　　　　 語彙中間テスト
第9回　Placement Test
第10回　Unit 8 Chronological Order
第11回　Unit 9 Cause & Effect,
　　　　　　　　 Unit 8 語彙小テスト
第12回　Unit 10 Process,
　　　　　　　　　Unit 9 語彙小テスト
第13回　Unit 11 Explanation,
　　　　　　　　　Unit 10 語彙小テスト
第14回　Unit 12 Definition,
　　　　　　　　　Unit 11 語彙小テスト
第15回　語彙後半テスト、授業のまとめ

授業の進行速度や学習順序は、学生の理解状況により変え
ることがあります。　　　
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will practice reading and listening for
academic and everyday life. Weekly vocabulary and review
homework will be assigned. Weekly quizzes will be based on each
week's homework. There will be a review test in Week 15 to review
important points from the course.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop listening and reading fluency for academic
study and everyday communication. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 40%
Homework and class participation 15%
Review test 45%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Text] Reading Explorer Split Edition 1A
[Authors] Nancy Douglas, David Bohlke
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-1-305-62803-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Active participation in class and completion of class activities is
required.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Unit 1a: The incredible dolphin
2. Unit 1b: Musical elephants
3. Unit 2a: The trip of a lifetime
4. Unit 2b: Adventure island
5. Unit 3a: Hip-hop planet
6. Unit 3b: A musical boost
7. Unit 4a: Life beyond earth?
8. Unit 4b: Living in space
9. Unit 5a: Global cities
10. Placement test
11. Unit 5b: Rio reborn
12. Unit 6a: In one cubic foot
13. Unit 6b: A world within us
14. Review and practice test
15. Review test (45%)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能のうち、リスニングとリーディングの力を中心に
養います。ビジネスで実際に遭遇することの多い場面に関し
て、典型的な会話を「聞き」、関連するパッセージを「読
み」、e-mailを「書く」というトレーニングを通して、総合的
な英語力の向上を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．ビジネスの場面のコミュニケーションに必要な語彙・表現
を身に付ける。(知識・理解)

２．ビジネスの場面のコミュニケーションに必要な「読む」
「聞く」力を身に付ける。(技能)

３．emailを「読み」「書く」ことができる。(技能)

４．自立的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitの冒頭にあるVocabulary Exerciseをして
おくこと。（３０分）
復習：（１）学習したUnitの重要な表現のまとめ、（２）学習
したUnitのSupplementary Worksheet、をすること。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点（授業中の質疑応答の回数と内容、タスクの内容）：４
０％（到達目標１，２，３，４）
Supplementary Worksheet：１０％（到達目標１，４）
定期試験：５０％（到達目標１，２，３）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Go Global
[Author(s)]Pearson G., G.Skerritt & H.Yoshizuka
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7184-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各UnitのConversationとSupplementary Worksheetで学習した
音声は、オンライン学習システムEnglishCentralにて学習す
ることができます。EnglishCentralを利用するにあたって、
アカウントとアクセスコードの登録が必要ですので、各
自、登録を行ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方
2. Unit 1: Introducing Yourself
3. Unit 2: Introducing Companies
4. Unit 3: Explaining Your Role
5. Unit 4: Introducing Products
6. Unit 5: Checking Information
7. Unit 6: Giving Your Opinion
8. Unit 7: Making Requests
9. Unit 8: Asking Permission
10.プレイスメント・テスト
11.Unit 9: Making Invitations
12.Unit 10: Making Appointments
13.Unit 11: Canceling and Rescheduling
14.Unit 12: Describing Locations
15.Unit 13: Looking After a Visitor
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　英語の論理構造を的確につかめるようになることを目標とし
ます。テキストは、本講義担当者（山田）が事前に作成し、
ネット上に掲示します。受講者は、それをネット上から各自ダ
ウンロードし、プリントアウトして、予習を確実に行ってから
授業に臨んで下さい。ダウンロードの方法やパスワードに関し
ては、最初の授業で指示します。
　英語の論理構造のみならず、言語活動における論理構造を理
解するためには、逆に、各種の論理上の誤りを認識できるよう
になるのが近道です。そこで、この授業では、英語の論理構造
（議論構造）上の誤りを含む実例を提示・解説し、そのような
誤りをおかしたり、相手の誤った議論に引きずり込まれないよ
うにするための方法を、英語で学んでいきます。リスニングに
ついては、映画の英語を素材に、聞き取り練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の論理構造やパラグラフ（段落）構成に注意しながら、英
文の概要や要点を理解し、書き手の意図を掴めるようになる。
(知識・理解)

指示された英語のセリフの概要や要点、さらには話し手の意図
を理解できるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：次回の授業の範囲を辞書を引きながら必ず徹底的
に予習して下さい。特に、英語の論理に注意して読んで下さ
い。 （１時間以上の事前学習が必要です。）
　事後学習：学習した項目及び議論の内容を友人に例を用いて
説明できるくらいになっているか自分でチェックして下さい。
（１時間以上の事後学習が必要です。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。
　定期試験7割、小テスト（映画のリスニング・書き取り）等3
割とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Common Errors in Thinking (D)
[Comments] 自作PDF教材 (D) No text is required. Handouts
will be provided.

◎－－－　参考書　－－－◎

　特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業への積極的な参加が特に重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. The difficulty of clear thinking
2. The difficulty of accurate observation
3. Experiment
4. The influence of emotion
5. Prejudice
6. Emotional words
7. The difficulty of language
8. Isolated arguments
9. Generalization from isolated instance
10. Placement test
11. The fallacy of the undistributed middle
12. False assumption
13. Affirming the consequence
14. Begging the question
15. Summary

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ (山田英二)
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

井上　由美

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は、実社会で使える実践的な英語力を身につけるため
に、CBS配信の身近なニュースを扱ったテキストを用い、主に
リーディング、リスニングを中心に、ライティング、スピーキ
ングの４つの技能を総合的に高めていくことを目標にしていま
す。ニュースのディクテーションをしながら、英語特有の発音
やリズムを習得し、またスクリプト（文字に書き起こしたも
の)をスラッシュリーディング(区切り読み)やリピーティング
(音声に合わせて音読)することにより、英文を正確に早く読め
るための練習をします。さらに、世界でで起きている問題への
意識を高め、自分の意見をはっきりと人に伝えることができる
ことも目標の一つです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ニュースの英語の特徴を知る。(知識・理解)

②教科書で学んだニュースを読んで理解することができる。
(知識・理解)

③教科書で学んだニュースを聞いて理解することができる。
(知識・理解)

④世界で起こっている事件、ニュースに興味を持つことができ
る。(態度・志向性)

⑤易しめの英語のニュースを見たり、読んだりして、おおよそ
の内容が理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットの"Word Match"で単語の予習をして授業に望
むこと。(20分)
復習：学んだニュースを繰り返し聞き、内容が理解できるよう
にすること。また各ユニットの単語は必ず覚えること。(60分)
特に復習はリスニング力、速読力を養うために大変重要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加態度: 20%(到達目標①④)
小テスト: 20%(到達目標②③)
プレゼンテーション: 20%(到達目標④⑤)
定期試験: 40%(到達目標①②③⑤ )

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] CBS NewsBreak 4
[Author(s)]　Nobuhiro Kumai, Stephen Timson
[Publisher]　成美堂
[ISBN] 9784791971862
[Comments] 2019年発行　2400円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業で学習したことを確実に復習します。また自分
の興味のもてる分野で、できる限り英文を聞き、読む機会
を増やします。（ニュース、スポーツ、映画、音楽等）

◎－－－　授業計画　－－－◎

この計画は学生の理解度、希望等により変更されることが
あります。
1. Introduction (授業内容、評価基準等の説明）
2. Unit 1: Japan:Unusual Rental Universe　
(ニュース英語の特徴等)
3. Unit 2: Is Coffee the Secret to a Longer Life?
(スラッシュリーディングの説明)
4.　復習
5. Unit 3: Lost in Translation (リピーティング)
6. Unit 4: Lack of Sleep Costs Americans Billions of Dollars
Each Year (リピーティング)
7. 復習
8. Unit 5: Your Smartphone is Making You a Workplace Slacker
(要約)
9. Unit 6: Do Happy People Live Long? (要約)
10. プレイスメントテスト
11. Unit 7: Selling Charity (発音)
12. Unit 8: The Power of Music: Using Music to Help Unlock
Alzheimer's Patients' Memories (発音)
13. 復習
14. Unit 12: The Joy of Cleaning: The Life-Changing Magic of
Tidying Up (シャドーイング)
15. 総復習　
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

熊抱　ゆかり

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語の４つの基本技能（読む、書く、聞く、話す）
のうち、「読む」・「聞く」の能力養成を目指す。

講義ではアメリカ旅行の出発から帰国までの場面を扱ったテキ
ストを使用し、様々な状況下での会話問題を聞き、設問に答え
てもらうことにより、リスニング能力を高めることを目標にす
る。実際の英会話においては、英語特有の音の「連結」や「脱
落」などの音声変化を伴う。授業では英語の発音を基礎から復
習し、英語特有の音声変化が理解出来るようになる。また、適
度なリーディングパートで語彙力を伸ばし、速読能力の向上も
目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙力が増す(知識・理解)

速読能力が向上する(技能)

英語の音声変化（音の連結、同化や脱落など）が理解出来る
(知識・理解)

英語の音声を聞いて書き取る能力が向上する(技能)

今後はTOEICなどの資格試験を受験してみたいと思うようにな
る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲の予習をしてくること。（60分）
テキストの音声ファイルをダウンロード（無料）し、授業中に
行った英語特有の「音声変化」やリスニングパート等の復習を
必ずすること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績を60点、授業態度(授業への積極的な参加20点
と発表・予習状況等20点)を40点で評価する

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Travel English at Your Fingertips-Revised Edition
[Author(s)] 島田拓司　他
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 978-4-7919-7185-5

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の進度に合わせて必ず予習をすること。携帯電話は必
ず電源を切り使用しないこと。マナーを守って授業に臨ん
で下さい。辞書持参で授業に臨むことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.UNIT1: In-Flight Announcements
2.UNIT2: At Immigration and Customs
3.UNIT3: Getting to a Hotel
4.UNIT4: Checking into a Hotel
5.UNIT5: Checking in without a Reservation
6.UNIT6: At a Restaurant
7.UNIT7: Taking the Subway
8.UNIT8: At a Fast-Food Restaurant
9.UNIT9: Hotel Service
10.Placement test
11.UNIT10:Booking a Tour
12.UNIT11: Health Care
13.UNIT12: Shopping
14.UNIT13: Making Complaints
15.UNIT14: Dealing with Problems
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
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下條　恵子

◎－－－　概要　－－－◎

英語力の習得という目標の中でも、「読む」「聞く」ための能
力養成を目指します。リーディングにおいては、英語の論理構
造や英語独特の口語表現に注意しながら、英文の概要や要点さ
らには書き手の意図を正確に把握することを目指します。リス
ニングにおいても概要や要点、さらに話し手の意図を理解でき
るように、映像を交えた聞き取り練習をふんだんに実施しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ 英語圏のニュースを通じて、現代の標準的な英文を読
解・聴解する能力を身につける。(技能)

・ 現代の英語メディアを理解するための語彙を身につけ
る。(知識・理解)

・ 現代の英語メディアを理解するための文法、構文、論理
などを理解する。(知識・理解)

・ ノートテイキングなどの作業を通じて、概要や要点を理
解する方法を習得する。(技能)

・ 事実情報とキャスターの意見を分けて把握できるように
なる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・ 毎回授業の最初に授業内容に係る予習課題の小テストを
実施するので、指定された表現や語彙を学習しておくこと。授
業時間外の学習時間：約90分

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・ 定期試験（70％）では主に以下の点を評価します：
１）ニュース英語の読解・聴解を通して、概要を把握できる。
２）ニュース英語を通して、要点を把握できる。３）ニュース
英語の読解・聴解を通して、時事情報とキャスターの意見を分
けて把握できる。

・ 小テスト（20%）では主に以下の点を評価します：
１） ニュース英語を理解する上で必要な英語表現を習得し
ている。

・ 授業での貢献（10%）では主に以下の点を評価します：
１） 授業に意欲的に参加し、発表や質問などでクラスに貢
献している。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] CNN 10 Vol.1
[Author(s)] Fuyuhiko Sekido et al.
[Publisher] 朝日出版社
[ISBN] 978-4-255-15623-1　
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業の最初に小テストを行なうので遅刻のないよう
に注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: 授業に関するガイダンスおよびウォーム・アップ演習
2: U1 Why Do English Keyboards Have QWERTY?（ITの英語
表現）
3: U2 How to Avoid Fake News（メディアの英語表現）
4: U3 Cooking for the Community（社会学の英語表現）
5: U4 The First Shinkansen（テクノロジーの英語表現１）
6: U5 Japan’s Maglev Train（テクノロジーの英語表現２）
7: U6 Monitoring Shoppers（マーケティングの英語表現）
8: U7 A Teenager Fights Cyberbullying（教育の英語表現）
9: U8 Sugar Guidelines（栄養学の英語表現）
10: プレイスメント・テスト
11: U9 Trying to Fill Cinemas with 4DX（映像技術の英語表
現）
12: U10 New Technology for the 2020 Tokyo Olympics（科学
技術政策の英語表現）
13: U11 New Technology in Medicine（医療技術の英語表
現）
14: U12 Training to be a Santa（異文化考察の英語表現）
15: 総括、リスニング・テスト

*U=Unit
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

團迫　雅彦

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では，TOEICのスコアアップに必要である各パートの
特徴とその攻略法について，頻出問題を解くことで理解するこ
とを目的とする。また，TOEICで使われる基本的な語彙を学習
したり，英文法の基礎事項などもあわせておさえていく。ま
た，確認テストを受けることで，学習内容の定着化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングで大まかな内容が理解できる。(知識・理解)

②語彙・文法が理解できる。(知識・理解)

③時間内に問題を解くことができる。(技能)

④ビジネス文書や英字新聞の記事に興味を持って、主体的に読
むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitのStep 1, 2の予習（予習課題）。（60
分）

復習：復習小テスト（語彙・文法・音声）の準備。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：10%（到達目標①②③④）
・予習課題：10%（到達目標①②④）
・復習小テスト：10%（到達目標①②③）
・中間試験：20%（到達目標①②③）
・定期試験：50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC Test Pre-Intermediate／
『レベル別TOEIC L&Rテスト実力養成コース：準中級
編』
[Author(s)] 溝口優美子・柳田真知子
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments] テキスト価格　2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の冒頭に復習テストを行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や評価，復習テストと予習課
題についての説明を行う。
2. Unit 1: Travel（旅行に関する表現・名詞）
3. Unit 2: Dining Out（食事に関する表現・形容詞）
4. Unit 3: Media（メディアに関する表現・副詞）
5. Unit 4: Entertainment（エンターテインメントに関する表
現・時制）
6. Unit 5: Purchasing（買い物に関する表現・主語と動詞の
一致）
7. Unit 6: Clients（顧客との取引に関する表現・能動態／受
動態）
8. 中間試験：1～7回目の授業までの内容に関する試験
9. Unit 7: Recruiting（求人に関する表現・動名詞・不定
詞）
10. Unit 8: Personnel（人事に関する表現・代名詞）
11. Unit 9: Advertising（広告に関する表現・比較）
12. Unit 10: Meetings（会議に関する表現・前置詞）
13. Unit 11: Finance（予算に関する表現・接続詞）
14. Unit 12: Offices（オフィスに関する表現・前置詞と接続
詞の違い）
15. 総まとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
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八尋　真由実

◎－－－　概要　－－－◎

①　TOEIC L＆R Test各Partの特徴や出題の意図を理解した上で、正答率を上げるた
めの解き方のコツを学びます。

②　テキストやその重要表現集を用いて、TOEICの頻出語句や重要表現を身に付け
ます。

Listening Section：
③　リスニング力アップの基礎となる発音や音の変化について学習します。

④　ディクテーション（聞いて書き取る）や、シャドーイング（流れてくる音声の
直後に重ねて繰り返す）といったアクティビティを通して、リスニング力そのもの
の向上を図ります。

Reading Section
⑤　Part5、Part6で頻出の文法問題を攻略するために、正答を選択するに至る根拠
を学習します。

⑥　Part7頻出の出題形式をおさえた上で、解答の鍵となる情報を素早く探す練習
をします。

⑦　時間の許す範囲で時間配分を意識した実践練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①　TOEIC L＆R Testの各Partの特徴や出題の意図を理解した上で、解き方のコツを
使って解答することで、正答率が上がる。(技能)

②　身に付いているTOEICの頻出語句や重要表現が増える。(知識・理解)

③　1音1音の音の違いに加え、音の変化を意識して聞けるようになる。(技能)

④　Listening Sectionのディクテーションやシャドーイングができる部分が増える。
(技能)

⑤　Part5、Part6の文法問題では、正答に至るための根拠を説明できる問題が増え
る。(知識・理解)

⑥　Part7では、頻出の出題形式が理解でき、解答の鍵となる情報を探し出す時間
が短縮できる。(技能)

⑦　時間配分を意識して解くことを心がけることができる。(技能)

⑧　TOEICのスコアを上げようという意識を持ち、授業に主体的に参加したり、実
際にTOEICを受験するなど、積極的に英語学習に取り組めるようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で取り組むUnitの問題に答え、分からなかった単語や表現を
　　　調べておく。
　　　テキスト付随のWeb学習教材(Lingua Porta)に取り組む。(45分)
復習：授業で学習した頻出語句や重要表現の意味を覚える。
　　　学習したUnitの音声を利用して、シャドーイングやディクテーション
　　　の練習をする。
　　　テキスト付随のWeb学習教材(Lingua Porta)に取り組む。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点…・・・10％
　　授業中のアクティビティ（シャドーイング・ディクテーション・実践演習
　　など）への参加積極度
　　課題提出状況
　　（到達目標⑦⑧）
・復習小テスト１、２・・・50％（25％×２回)
　　（到達目標①②③④⑥）　
・定期試験・・・40％
　　（到達目標①②⑤）

※以下の点には特に注意すること。
・授業に主体的に参加することが肝要であり、途中退室、私語、居眠り、手遊
　び(スマホ)等、参加していないとみなされる場合には、減点の対象となる。
・定期試験を受験しないと単位取得はできない。
・復習小テストに関しては、再試・追試は実施しない。
・復習小テスト中にカンニングを行った場合、単位取得はできない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]An Amazing Approach to the TOEIC L＆R Test
[Author(s)]Hiromi Hagi, Eleanor Smith　他
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7188-6
[Comments]2019年発行　2200円

◎－－－　参考書　－－－◎

2016年以降ETSより出版された
『公式TOEIC Listening ＆Reading 問題集』各種

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持参すること。辞書としてスマホやタブレット端末
を使うことは認めない。授業中はマナーモードにし、バッ
グから出さないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要について：授業の進め方、評価
　　　などについての説明
　　TOEIC L＆R Testについて
　　（2回目以降は、下記の通りテキストの内容に
　　沿って、TOEIC Testの演習を行います。）
２　Unit1 Home Appliances
３　Unit2  Recreation
４　Unit3  Restaurants
５　Unit4  Supermarket Shopping
６　Unit5  Housing
７　Unit6  Business
８　復習小テスト１ ／実践練習
９　Unit7  Bank ＆Post office
10　Unit8  Job Hunting
11　Unit9  Health
12　Unit10 Tourism: Travel by Land
13　Unit11 Tourism: Travel by Air
14　Unit12 Tourism: Hotels
15  復習小テスト２ ／実践練習
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本授業はCALL教室機能を使用した、TOEIC Listening and
Reading を受験する大学１年次生レベル以上の学力を備えた学
習者のためのスコアアップ対策講座である。TOEIC L＆R は今
や就職活動におけるエントリーシートにそのスコアを記入する
欄が設けてあるため、そこが空欄の場合、就職活動の最初の段
階でつまずくことにもなりかねない。つまり、TOEICのスコア
をできるだけ上げておくことは、大学生にとって就職前の基本
的心得の一つとなっているのである。TOEICスコアは練習に比
例してアップする。特にリスニング問題は苦手とする学習者が
多いので、しっかりとリスニング訓練をしておくことは、スコ
アアップに直結する部分がある。
使用するテキストのは、各ユニットがTOEIC L&R の全7パート
を網羅している。そして、毎回1 unit を学習する。実践感覚を
養うため、時間設定をしながら問題を解いていく。問題を解い
た後は解答と解説を行うが、解答は指名された受講者がワイヤ
レスマイクを通してReadingと併せて行い、解説は授業担当者
が行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質(語彙・文法・用法)およびその文化的背景(社
会・文化)に関する知識を身に着けることができる。(知識・理
解)

英語の4技能のうち特に聞く・読む能力を身につけることがで
きる。(技能)

TOEIC Listening and Reading でより高いスコアを取得する技術
を身につけることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：30分
復習：60分
授業中に時間設定を行い、問題を解く練習をするため、事前に
全ての問題を解く必要はないが、予習のため、Warm-Upの
Dictaion Practiceと頻出単語チェックのListening sectionとReading
Sectionの部分はしっかり取り組んでおくこと。
毎回配付される前の週に学習したリスニング問題の印刷原稿を
使用して聞き取れなかったリスニング問題の復習をしておくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Listening と Reading で構成された復習テストで100%評価する。
復習テストを欠席した場合、申し出内容吟味の上、有資格者に
補填受験の機会を与える。定期試験期間中の試験は実施しな
い。したがって再試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] BEST PRACTICE FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST　Revised Edition
[Author(s)]Yoshizuka Hiroshi 他
[Publisher]　SEIBIDO
[ISBN] 9784791960309
[Comments]　2,200円(税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻をしないこと。辞書を携帯すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1. Introduction
  2. Unit　1 Restaurant
  3. Unit　2 Entertainment
  4. Unit　3 Business
  5. Unit　4 Office
  6. Unit　5 Telephone
  7. Unit　6 Letter & E-mail
  8. Unit　7 Health
  9. Unit　8 Bank & Post Office
 10. Unit　9 New Products
 11. Unit 10 Travel (1)
 12. Unit 11 Travel (2)
 13. Unit 12 Job Applications
 14. 復習テスト 1
 15. 復習テスト 2
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池田　祐子

◎－－－　概要　－－－◎

近年、ビジネスの世界ではITが普及しグローバル化が加速する
ことで、組織や職種を問わず英語を使える人材が求められてい
ます。そうした中で、社員の採用時や入社後の昇進・昇格基準
として利用されているのがTOEIC Listening & Reading Testで
す。この授業では最新のTOEIC Listening & Reading Testに準拠
したテキストを用いて、テストの傾向と対策を学びます。

毎回、授業の初めに各UnitのCheck Your Vocabularyの中から単
語テストを行います。短期記憶では語彙が定着しないため、単
語テストの範囲を雪だるま式に増やしていきます。例えば、第
一回目のテスト範囲はUnit1ですが、第二回目のテスト範囲は
Unit 1＆2になります。

単語テストの後にWarm up で関連表現を学び、90分でリスニン
グ問題とリーディング問題を効率よく解いていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC　Listening and Reading Testの出題傾向や注意すべき点
について理解し、効率的な学習方法を身に着ける。(知識・理
解)

②短時間で大量の問題を解くスキルを身につける。(技能)

③自主的な発表を評価の一部とすることで、英語コミュニケー
ションに必要な積極性を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】各ユニットCheck Your Vocabularyの問題を解き、単語
テストに備える。（30分）

【復習】リスニング問題のシャドーイングをスクリプトなしで
出来るようになるまで繰り替えす。リーディング問題の知らな
い単語を書き出し、単語帳を作って覚える。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・単語テスト　30%（到達目標①）
・授業への積極的な姿勢10% （到達目標③）
・定期試験 60%　（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Career Opener: Building Test Skills for the TOEIC
L&R Test
[Authors]Akiko Tsuda 他
[ISBN]978-4-269-66045-8
[Publisher]英宝社
[Comments] 2,000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

・高校までの文法書で復習するのが望ましい。
・TOEIC 公式問題集

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・特別な事情がない限り、単語テストの追試は行いませ
ん。
・第一回目からテキストの内容に入ります。授業には必ず
テキストをもってきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Unit 1 Occupations（職業）
2. Unit 2 Job Hunting（就職活動）
3. Unit 3 Working Conditions（職場の労働条件）
4. Unit 4 Office Facilities（オフィス内で使用する事務用品
と備品）
5. Unit 5 Shopping（買い物）
6. Unit 6 Meetings and Conferences（打ち合わせと会議）
7. Unit 7 Technology and SNS（テクノロジーとSNS）
8. Unit 8 Education（学校と教育）
9. Unit 9 Health and Sports（健康とスポーツ）
10. Unit 10 Transportation（交通機関）
11. Unit 11 Accommodations（宿泊施設）
12. Unit 12 Restaurant（レストラン）
13. Unit 13 Travel（旅行）
14. Unit 14 Entertainment and Leisure（趣味と娯楽）
15. Unit 15 News and Media（ニュースとメディア）
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

川口　千富美

◎－－－　概要　－－－◎

現在日本で実施されている各種英語資格検定試験のうち、特に
社会的ニーズが高いとされているTOEICの受験を念頭に、
TOEIC対策に特化したテキストをベースにして実践的なトレー
ニング中心の指導を行います。ただ単に受験のテクニックだけ
ではなく、トレーニング主体の授業を通してListening, Reading,
英文法のバランスの取れた総合的な英語力を養います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実践的な英語のリズムや速度に慣れ、聞き取りがスムーズに出
来るようになる。(技能)

英文の内容を正確に出来るだけ早く理解するトレーニングを積
み、速読力を身につける。(技能)

実践的な英文の内容を理解するのに必要なボキャブラリーを増
やす。(知識・理解)

自発的、及び積極的に英語学習に取り組むことが出来るように
なる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、単語の意味を調べ、練習問題の解答
を用意しておくこと。
次回の授業範囲を予習し、単語の意味を調べ、練習問題の解答
を用意し、さらに授業を受けた後復習をしておくこと。
予習：次の回でするUnitのリーディングパート（単語の意味調
べを含む）、及びリスニングパートに５０分。
復習：学習したUnitのすべての復習に５０分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
　
・平常点　:　30％（学習状況、復習小テスト等）到達目標
①②④
・定期試験： 70％（英文内容の正確な把握と英文法理解）
 　　　　　　　　　到達目標①③④　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC L&R Test (Beginner)
[Author(s)]　早川幸治 / 岸洋一
[Publisher]　金星堂
[ISBN]　9784764740884
[Comments]　テキスト価格　￥1,900（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、授業の終わりに次回の予習範囲を言い渡すので、
必ずその範囲の予習をして授業に臨むこと。
・授業には必ず辞書を持参すること。（スマートフォンを
辞書代わりに使用することは禁止。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction : 授業の進め方、出欠評価　　　　　　　　
　　　などについての説明
2. Unit 1 : Travel   （名詞）
3. Unit 2 : Dining Out （形容詞）
4. Unit 3 : Shopping (副詞）
5. Unit 4 : Entertainment (時制）
6. Unit 5 : Advertising主語と動詞の一致
7. Unit 6 : Events (受動態・能動態）
8. Unit 7 : Daily Life (動名詞･不定詞）
9. Unit 8 : Media (代名詞）
10.Unit 9 : Recruiting (比較)
11.Unit10 : Production&Sales (前置詞）
12.Unit11 : Meetings (接続詞）
13.Unit12 : Offices (前置詞と接続詞）
14.Unit13 : Personnel (関係代名詞）
15.語彙の結びつき / 授業のまとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

西村　恵

◎－－－　概要　－－－◎

社会的ニーズの高いTOEICテストの受験を念頭に、主にリスニ
ングとリーディングの実践的なトレーニングを中心に行いま
す。毎回TOEICテストの形式に沿ったテキストのリスニング問
題・リーディング問題を練習することで、テスト形式に慣れ、
受験のテクニックだけでなく、語彙や英文法も含めた総合的な
英語力を強化します。また、テキスト付属のテストや、実際の
TOEICテストの練習問題なども用いて実践練習も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの問題形式に慣れ、その解法のポイントを習得す
る(知識・理解)

TOEICテストのスコアアップのみならず、英語でのコミュニ
ケーションに必要な総合的な英語力の向上を目指す(知識・理
解)

リスニング・リーディングの両セクションにおいては、問われ
ている内容に対する答えを見つける練習を行い、英語だけで文
を理解できるようになることを目指す(技能)

文法のパートでは、これまでに学習した文法事項を確実に定着
させ、より正確な文法を身に着けることを目指す(技能)

TOEICテストに対する理解を深め、その受験へ向けて準備を行
う(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：
予習用単語プリントの問題を解く

復習：前回間違えた問題を中心に復習

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業点：40％
（授業中の発表内容等、演習問題の正答率、小テスト等の点
数、演習問題の解答・正解（数）やノートをきちんと取ってい
るかを総合的に判断する）
※授業に関係の無いこと（私語、携帯電話の操作など）を行っ
ていた場合、授業点から減点します

・リスニング・テスト：10％
（授業中に学習したTOELCテストのリスニング・セクションの
解き方を復習し、TOEICテスト形式のリスニング問題を正確に
解答できるかを評価の基準とする）

・定期試験：50％
（授業中に学習した内容を中心に、TOEICテストのリーディン
グ・セクションに関する問題を正確に解答できるかを評価の基
準とする）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Level-up Trainer for the TOEIC® TEST, Revised Edition
[Author(s)] Ayako Yokogawa, Tony Cook
[Publisher]センゲージ・ラーニング
[ISBN]978-4-86312-294-9
[Comments]テキスト価格￥2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業で、授業中に配布するプリントの演習問題の
点数、授業中に行う小テストの点数、発表点などが授業点
の中に加算されます。よって、授業を欠席するとそれらを
含む授業点（毎回の練習プリント、小テスト、課題、発表
など）の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合
があります。
・毎回、辞書を持参すること。
・スマートフォンを辞書として使用することは許可しませ
ん。必ず（電子）辞書を準備すること。
・テキストを必ず購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：授業の進め方と出欠評価などにつ
いての説明を受けます。
（2回～14回は、下記の通りテキストに沿って各テーマを
学習します。）

2.Unit 1　テスト形式を知る
3.Unit 2　基本戦略①
4.Unit 3　基本戦略②
5.Unit 4　英文の基本構造を見抜く
6.練習問題
7.Unit 5　解答根拠の登場順
8.Unit 6　正解の言い換えパターンを知る
9.Unit 7　機能疑問文を聞き取る
10.練習問題
11.Unit 8　動詞の時制を見極める
12.Unit 9  接続詞 vs 前置詞
13.練習問題
14.Post-test
15.リスニング・テスト、まとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

就職活動やビジネス社会において，TOEICのスコアがますます
重要視されている。そのTOEICの概要を把握する為に，各パー
トの出題形式およびその解答の方策を学ぶとともに，TOEIC
500点を突破できる英語力を身に付けることを目標とする。

TOEICでは「英語力」だけでなく「受験力」も試される。「受
験力」を身に付けずして，TOEICで高得点取得はなかなか難し
い。この授業では，TOEICではどのような英語力が試されてい
るのか，そしてその英語力を身に付けるにはどのようにアプ
ローチするのが良いのかという観点から，英語力と受験力の両
方をバランスよく身に付ける。

授業では，TOEICのパートごとにTest Taking Skillsと Language
Skillsを身に付けていく。特に日本語を母語とする学習者が誤
りをおかしやすいポイントは例を挙げて解説していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICのスコアアップに必要な語彙・文法について知識がある
(知識・理解)

適切なストラテジーを用いて，Listening Section および Reading
Section の問題を解くことができる(技能)

自分の目標スコアに向けて，適切な学習ストラテジーを用いて
学習することができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外において，以下の活動を行う。
　・テキストの指定された箇所を学習する （30分）
　・e-learningの課題を各自で進める （30分）
　・授業で学習した箇所の復習を行う（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

1.　授業貢献度　10％
2.　e-learning の学習履歴　30％
3.　小テスト　20%
4.　まとめテスト　40％

2・3・4で，TOEICに必要な語彙，文法の知識および適切なス
トラテジーを用いて問題を解けるかについて評価する。また，
１・２で適切な学習ストラテジーを用いて学習しているかどう
かを評価する。

※このクラスは，定期試験期間中の試験を実施いたしません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Mastery Drills for the TOEIC L&R Test: All in One
[Author(s)]　早川幸治
[Publisher]　桐原書店
[ISBN]　978-4-342-55015-7
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　Unit 1：人物の動作と状態，表・用紙
第3回　Unit 2：疑問詞を使った疑問分，広告
第4回　Unit 3：日常場面での会話，品詞
第5回　Unit 4：アナウンス･ツアー，動詞
第6回　Unit 5：動詞
第7回　Unit 6：基本構文と応答の決まり文句，手紙・E
メール
第8回　Unit 7：電話での会話，代名詞・関係代名詞
第9回　Unit 8：ラジオ放送・宣伝
第10回　Unit 9：Yes/No疑問文，ダブルパッセージ
第11回　Unit 10：オフィスでの会話①，Part 5の復習
第12回　Unit 11：留守番電話，トリプルパッセージ
第13回　Unit 12：オフィスでの会話②，Part 7の復習
第14回　Unit 13：時制・代名詞・語彙の問題，Part 1とPart
2の復習
第15回　まとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

In each class, students will:
・Work with a partner to complete vocabulary and grammar drills.
・Discuss with a partner how to express ideas in English while
writing sentences (stories) neatly and creatively.
・Practice pronunciation.
・Make and submit voice recordings.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build communicative skills by verbally expressing ideas and taking
guesses.(技能)

To cooperate with classmates in order to complete tasks.(態度・志向
性)

To improve basic English grammar and vocabulary skills through
speaking and writing activities.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should come to every class with a notebook, a pencil and
much enthusiasm. Regarding homework, students should study
vocabulary lists and story texts from each class in preparation for the
final test.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active Participation ‒ 20%
Students must arrive on time and take part in all activities. Students
who are absent or arrive late for class will lose points, as will students
that are off-task (e.g. sleeping, using mobile phones, etc.).

Assignments - 70%
1) Group Writing (10 X 3% each = 30%)
2) Voice Recording (10 X 4% each = 40%)
Final Test ‒ 10%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]　No textbook is required.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Practice Activity #1　"Losing weight"
3. Practice Activity #2 "Looking at scenery"
4. Assignment #1 "A stray dog" (7%)
5. Assignment #2 "On a gondola in Venice"　(7%)
6. Assignment #3 "Catching a thief"　(7%)
7. Assignment #4 "In the library"　(7%)
8. Assignment #5 "Fear of heights"　(7%)
9. Assignment #6 "At a coffee shop"　(7%)
10. Assignment #7 "Blocking out noise"　(7%)
11. Assignment #8 "Losing things"　(7%)
12. Assignment #9 "A misunderstanding"　(7%)
13. Assignment 10 "Traveling and moving"　(7%)
(Each Assignment above includes two parts: Group Writing -
3%, and Voice Recording - 4%)
14. Review class
15. Final Test (10%)

◎－－－　URL　－－－◎

Course website
(http://learneigo.com)
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 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に
答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりませ
ん。宿題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをした
り、会話テストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(知識・理解)

日常のスピーキング(知識・理解)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキスト
の部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題
と、ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ
毎週、小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼン
テーションか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授
業外での準備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
10%   プレゼンテーション１（4週目）　
10%   会話テスト１ （8週目）　
20%   プレゼンテーション２　（11週目）
20%   会話テスト２ （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question が
あります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、より長
い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書くた
めのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 1A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620359
[Comments] オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してください。
しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質問をし
たりプレゼンテーションをしているときには聞きましょう。ちゃん
と参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるような学生は、減
点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてください。
遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テストを
受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テストを受け
損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大幅
に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダウ
ンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class writing. 宿
題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終わ
らせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1 の練
習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わら
せ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ランダ
ム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3 Self-
Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿題:
Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を終
わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus. プレ
ゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る. 宿
題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わらせる.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わら
せる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション2 の
練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-Study
& Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 -  小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study &
Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellw2.blogspot.com)
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マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will do listening and speaking activities to
improve their communication skills. Students will do many speaking
activities with their classmates in class. Students will have homework
at the end of each unit. Homework will include answering questions
and preparing a short talk to give in the next class. Students will give
their talks in week 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14. There will be 2
quizzes in the course and one final test. The first quiz will be in week
6, the second quiz in week 11, and the final test will be in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will be able to speak more smoothly.(技能)

2.　Students will be able to ask and answer questions about simple
topics.(技能)

3.　Students will understand short conversations.(知識・理解)

4.　Students will become more confident speaking about simple
topics.(態度・志向性)

5. Students will actively participate in speaking activities. (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on answering questions　about the topic in the unit. (30 min)
Students must also prepare a short talk about the topic. (90 min)
Students should review the homework and content of the textbook
before the quizzes and final test. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening and writing activities in class: 30%
　(到達目標1, 2 ,3 , 4, 5)
Homework: 20% 　(到達目標 1, 2, 4, 5)
Quizzes: 20%　(到達目標 2)
Final Test: 30% 　(到達目標 2)

Students will lose participation points for being absent or late.
Students will lose participation points for not completing in-class
work.
Students will lose points if they are absent for quizzes and the final
test without an excused absence.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Out Front 6th Edition
[Author(s)]　Robert Diem & Roberto Rabbini
[Publisher]　English Education Press
[ISBN]　9784865390339
[Comments]　￥2,200

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Personal Information    Homework:Questions p.79,
prepare talk
2.Unit 2 Family and home    Homework:Questions p.80, prepare
talk
3.Unit 3 Hobbies and Preferences    Homework:Questions p.81,
prepare talk
4.Unit 4 Times and Dates    Homework:Questions p.82, prepare
talk
5.Review
6.Quiz Units 1-4, Unit 5 Shopping    Homework:Questions p.83,
prepare talk
7.Unit 6 Routines    Homework:Questions p.84, prepare talk
8.Unit 7 Vacation    Homework:Questions p.85, prepare talk
9.Unit 8 Help! I’m lost    Homework:Questions p.86, prepare
talk
10.Review
11.Quiz Units 5-8, Unit 9 Travel    Homework:Questions p.87
prepare talk
12.Unit 11 Eating Out    Homework:Questions p.89, prepare talk
13.Unit 12 Health    Homework:Questions p.90, prepare talk
14.Review
15.Final Test
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コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.
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センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their speaking, listening, reading,
and writing skills.  By learning to think critically about interesting
topics, students will learn how to participate in small-group
discussions and express their opinions clearly.  Two speaking tests in
weeks 8 and 15 will test oral ability.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will be able to participate in group discussions(技能)

2 Students will be able to express opinions orally and in writing(技能)

3 Students will learn how to be a good listener and give feedback in
English(技能)

4 Students will practice native-like English pronunciation(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on preparing for group discussions.  This work will take two
hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
20% Midterm Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
20% Final Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
30% Participation  (到達目標1,2,3,4)
30% Weekly assignments and mini-discussions (到達目標1,2,3,4)

There is no end of term exam (teiki shiken)during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
No text required

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction
02: Movies
03: Social media
04: Social media
05: Apple vs Android
06: Ranking things
07: Prepare for Test
08: Speaking Test 1
09: LGBT
10: Women in the workplace
11: Piracy
12: Drinking Age
13: Video Games and Violence
14: Prepare for Test
15: Speaking Test 2
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オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience and understand how to explain their ideas in
detail.(知識・理解)

Students will gain the ability to speak in front of others.(技能)

Students will be taught to understand the differences of Japanese
versus native English speaking styles. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units.Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1 (2nd edition)
[Author(s)]Steven Gershon
[Publisher]Cambridge University Press
[ISBN]　978-1107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Understanding Presentations
2. Interviewing
3. Interviewing (continued)/Describing places
4. Describing places (continued) / Presentation preparation
5. Presentations
6. Describing things
7.  Describing things (continued) / Presentation preparation
8.  Presentation
9.  Memories
10. Memories (continued) / Presentation preparation
11. Presentations
12. Process explanation
13. Process explanation (continued) / Presentation preparation
14. Final presentation preparation
15. Final presentation
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ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class. There will be homework for students
to complete each week. Homework will include speaking practice and
review of lesson content. There will be three tests during the course.
There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English for at least 5
minutes by the end of the semester.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English（30　minutes). In
addition, students should review vocabulary which has been taught in
class (30 minutes). In addition, before each test, students should
review their homework and the content of the textbook (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation 25%
Homework 25%
In-class tests 35%
Final Speaking Assessment 15%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New English Upgrade 1 Student Book
[Author(s)]Steven Gershon and Chris Mares
[Publisher]Macmillan
[ISBN]9784777362097
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, a dictionary, paper and pen to every
class. You should check your class blog every week. The blog
address will be given at the beginning of the semester. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.

The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction and course outline
Week 2 Recorded speaking 1
Week 3 Unit 1 Nice to meet you (Asking about names).
Homework 1
Week 4 Unit 2 Family feelings (Showing you are listening).
Homework 2
Week 5 Test 1. Unit 3 In the neighbourhood (Returning a
question). Homework 3
Week 6 Unit 4 My style, your style (Conversation opener and
showing agreement and conversation closer). Homework 4
Week 7 Unit 5. What’s your schedule? Homework 5.
Week 8. Test 2 Unit 6
Week 9 Unit 7 Past times, fast times (Asking for news).
Week 10 Unit 8 The things we eat (Responding to thanks).
Homework 6
Week 11 Unit 9 Getting away (Showing uncertainty).
Week 12 Test 3. Unit 10 The media and me (Asking for
permission). Homework 7
Week 13 Unit 11 Hopes and dreams (Saying goodbye).
Homework 8
Week 14 Unit 12 Review and final assessment
Week 15 Final assessment
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ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop fluency with English expressions and patterns
of use that are important for everyday communication.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight Pre-Intermediate
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 9781785470301
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Unit 0. Looking over the course.
3. Unit 1. Describing schedules.
4. Unit 2. Describing daily routines.
5. Unit 3. Describing objects.
6. Unit 4. Talking about people.
7. Unit 5. Describing location.
8. Unit 6. Numbers, prices, and money.
9. Unit 7. Vacation plans.
10. Unit 8. Talking about weekend activities.
11. Unit 9. Giving directions.
12. Unit 10. Describing towns and cities.
13. Unit 11. Telling stories.
14. Review and practice test.
15. Review test (35%).
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ストット，デビッド　アダム

◎－－－　概要　－－－◎

This course will help students use English for traveling. For example,
in airports, hotels, restaurants and travel agencies. Students will
practice both listening and pair work speaking, and also do short
writing exercises.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The aim of this class is to improve students’ ability to use English
when traveling abroad on holiday.(知識・理解)

The four skills of speaking, listening, writing and reading will all be
practiced in the classes but especially speaking and listening. (技能)

Students will speak English in pairs, in small groups and with the
teacher in every class. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For at least 2 hours every week students should review the previous
class before the next class. Students should also preview the next class
before the class starts. Sometimes other homework will be assigned.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Active participation in class: 50%
Group projects: 30%
Quizzes: 20%

Students must actively participate in all lessons. In each lesson,
students will get a participation score. To get a high score, students
should answer questions and cooperate in pair/group work.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Fly Across the Borders/本当に使える トラ ヘ ル総合英
語
[Author(s)] Masako Mikage
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 9784881986851
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class Orientation
2. On an Airplane
3. Landing at Honolulu Airport
4. Transit at Honolulu Airport
5. Exchange Money
6. Transportation
7. Hotel Checking In
8. Staying at Hotel
9. Sightseeing
10. Directions through Towns
11. Food and Drink
12. At the Restaurant
13. Shopping
14. Hotel Checking Out
15. Going Back Home
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トンプソン，アンドリュー

◎－－－　概要　－－－◎

In this Interactive English (IA) course, students will be able to develop
their speaking, listening, reading and writing skills. All students will
be encouraged to actively participate in speaking and writing activities
that are designed to build English language confidence.

This course will help prepare students for future situations where
English speaking, listening, reading and writing is required, such as
school, work, leisure, and travel. The overall objective of this course is
to build English language confidence describing routines, experiences,
past events, future plans, and preferences.

◎－－－　到達目標　－－－◎

A. To increase sociolinguistic knowledge (vocabulary, and
grammar).(知識・理解)

B. To develop four skills knowledge (speaking, listening, writing, and
reading).(技能)

C. To build confidence when actively engaging with people from
different cultural backgrounds.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should complete assigned homework each week, which
includes preparing and reviewing the weekly lesson theme,
vocabulary, grammar, reading and writing tasks (approximately 30
minutes/week). Students who are not prepared will be given no points.

Weekly lesson preparation and review will be especially required for
the Writing Journals and Presentations (approximately 30 minutes/
week). Students will be required to keep a weekly Writing Journal
designed to improve their ability to clearly structure and share their
experiences on everyday topics. Students will also be required to
prepare three Presentations designed to improve their ability to clearly
structure and share their experiences and preferences (approximately 2
hours/presentation).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

This course will be evaluated based on the degree of accomplishment
of reaching each goal according to the following.

Class Participation: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Textbook Quiz: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Journal Writing: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Journal Presentations: 30 points maximum (Week 5 Presentation: 5
points, Week 10 Presentation: 10 points, Week 15 Presentation: 15
points maximum) (A/B/C will be evaluated)
Semester Mid and Final Assessment: 10 points maximum (A/B/C will
be evaluated)

PLEASE NOTE: There is no end of term examination (teiki shiken)
during the official examination period. There will also be no
reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential English Communication - Student Book 2
[Author (s)] Andrew Thompson
[Publisher] THINK ELT JAPAN
[ISBN] 978-1548265670
[Comments] Textbook RRP: ¥ 2, 250 (Available from Kinbun
Bookstore)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students will review assigned homework from the previous
lesson at the beginning of each lesson. Students who are late
more than 20 minutes or are absent from lessons may lose points.
Furthermore, students who are absent for more than 5 lessons
may fail the course.

Students who do not complete assigned homework, Writing
Journal or are absent for Textbook Quizzes and Presentations
will be given no points. Furthermore, students who copy or cheat
will be given no points.

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to each lesson.

Students can contact the teacher by sending an online message at
http://www.eltjapan.com/connect.html

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Overview of course textbook “Essential English
Communication”, teacher and student introductions,
explanation of class expectations: attendance, grading, lesson
structure and materials. Start Textbook Unit 1.
2. Review of class rules and expectations, introduction to
Class Presentations and Writing Journal structure/expectations.
Start Textbook Unit 2.
3. Textbook Unit 3, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
4. Textbook Unit 4, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
5. Week 5 Presentation (5%).
6. Textbook Unit 5, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
7. Textbook Unit 6, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
8. Textbook Quiz (10%), Week 10 Presentation Review and
Preparation.
9. Textbook Unit 9, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
10. Week 10 Presentation (10%).
11. Textbook Unit 10, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
12. Textbook Unit 11, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
13. Textbook Unit 12, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
14. Textbook Quiz (10%), Week 15 Presentation Review
and Preparation.
15. Week 15 Presentation (15%).
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マキネス，スコット

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their English listening and
speaking skills.

One unit from the textbook will be studied every week.

Every week students will focus on one topic from the textbook. In
small groups, students will read and practice various simple English
conversations with each other. Students will then be encouraged to
expand the conversations into more detail, and if possible shift the
conversation into other related areas.

Homework will consist mainly of learning new vocabulary words, and
using them effectively in a variety of situations. Homework will be
checked often.　

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will improve their English communication skills.(技能)

Students will gain more confidence in using English in everyday
situations.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete the assigned homework each week, and
review the upcoming units in the textbook before class.
This should only take between 30 minutes to an hour every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

Participation ‒ 60%
In-class Quizzes ‒ 20%
Final Test ‒ 20%

There will be a mini-quiz at the beginning of every other class. Each
quiz will include previously learned vocabulary and idioms.
Completing all of the assignments, as well as regularly attending class
will be necessary to do well on the quizzes.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]1.Passport Plus 2.A Shorter Course in Everyday
Vocabulary Quizzes
[Author(s)]　1.Buckingham, A./Whitney, N. 2. Sato, S.
[Publisher] 1.Oxford　2. Nan'undo
[ISBN]1.978-0-19-457397-9 2.978-4-52-317668-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary, clear file, B5
notebook, and writing materials to every class. Students must not
forget these items, sleep in class, or be more than ten minutes
late. Students should email the teacher if they will be absent two
or more times.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. People
3. Friendship/quiz
4. Education
5. Food
6. Fun/homework check/quiz
7. Home
8. Weather
9. Health/quiz
10. Cities
11. Milestones
12. Overseas/homework check/quiz
13. Communicating Effectively
14. Overcoming Problems/quiz
15. Final Test
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ドミニック　マリーニ

◎－－－　概要　－－－◎

Students will have many chances to speak English and many chances
to listen to English.

Students will learn English that is useful when travelling abroad.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn useful vocabulary.(知識・理解)

Students will learn how to learn vocabulary.(技能)

Students will learn appropriate English for various situations.(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Each week, students will spend one hour doing homework and
preparing for the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Mid-term test: 50%
Final test: 50%

The final test will be given in the last class of the semester, not during
the official test period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Passport 1 (Second Edition)
[Author(s)]A Buckingham, L Lansford
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-471816-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students will enjoy the class more if they participate actively in
the class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Class rules. How to use the textbook.
2 International Travel
3 Asking questions
4 Answering questions
5 Talking about your family
6 Asking for things you need
7 Ordering a meal at a restaurant
8 Mid-term test
9 Asking for directions
10 Getting money at a bank
11 Reserving a hotel room
12 Getting medical help
13 Making friendly small talk
14 Review
15 Final test
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ハラン，トーマス

◎－－－　概要　－－－◎

Each lesson will aim to develop meaningful communication in
English and to focus on developing  listening skills.　There will be a
short 10 point quiz after each unit.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The goal of this course is to develop learners’ ability to
communicate in English. (技能)

Students
should also be able to understand basic English conversations by the
end of the course. 　
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students with be given short written assignments related to topics in
the text. Student should spend at least an hour a week on homework.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly Quizzes 50%
Listening Test 50%
There will be no EXAM during the test period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Basic Tactics for Listening
[Author(s)]Jack C. Richards
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-401384-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Do not be late for class

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Introductions: linking vowel sounds ‒ listening for
names
Week 2: Describing people: intonation ‒ yes/no questions
Week 3: Clothes: listening for gist and describing what people
wear
Week 4: Talking about routines: listening for time and numbers
Week 5: Talking about dates: listening for gist and details
Week 6: Jobs: talking about jobs - listening for attitudes
Week 7: Favorite things: listening for topics and details
Week 8: Sports: understanding gist and making predictions
Week 9: Locations: listening for location and making
predications
Week 10: Family: listening for similarities and talking about
families
Week 11: Entertainment: listening for acceptances and refuses
Week 12: Prices: listening for comparisons ‒ saying large
numbers
Week 13: Presentations:
Week 14: Review practice test
Week 15: Listening test
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ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

Through activities that teach students to pay attention to their own use
of English, this course will develop the conversation strategies needed
for smooth English communication. Students will also learn active
listening skills, vocabulary and common English idioms
(expressions). We will spend a week on each unit that we cover in the
text, with a test in class 8 and a final test in week 15. Each half of the
course will introduce a number of new speaking strategies, with
several covered more than once. Students will be expected to
complete five speaking homework assignments with a partner during
the class, as well as keep a log of new vocabulary which the instructor
will check.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will have a better understanding of the strategies used in
successful English communication. (知識・理解)

2. Students will improve their speaking and listening skills, and
develop their English vocabularies. (技能)

3. The course will help students develop greater confidence in English
conversation. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min-1 hour) Also, they should prepare for
the next unit in the textbook by checking the Spotlight on Vocabulary
section for any unknown words. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
Speaking Homework: 20% (goals 1, 2)
Vocabulary Log: 10% (goal 2)
Test: 20% (goals 1, 2)
Final Test: 20% (goals 1, 2)
Self-Check: 10% (goals 1-3)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communication Spotlight: Pre-Intermediate
[Author(s)]Graham-Marr
[Publisher]Abax
[ISBN]9781785470301
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in.  Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The instructor's office hour is Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2: The English classroom
3: Describing and talking about people (Homework: Speaking
Homework 1)
4: Describing daily routines
5: Describing objects
6: Talking about future plans (Homework: Speaking Homework
2)
7: Describing occupations (Homework: Study for test)
8: Test
9: Talking about money and prices (Homework: Speaking
Homework 3)
10: Story telling
11: Describing school schedules (Homework: Speaking
Homework 4)
12: Describing cities
13: Talking about things you did (Homework: Speaking
Homework 5)
14: Giving directions (Homework: Self-Check and study for test)
15: Final Test
In addition, students should do the “At Home” listening and
review vocabulary after each unit.
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石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本授業はCALL教室機能を使用した、TOEIC Listening and
Reading を受験する大学１年次生レベル以上の学力を備えた学
習者のためのスコアアップ対策講座である。TOEIC L＆R は今
や就職活動におけるエントリーシートにそのスコアを記入する
欄が設けてあるため、そこが空欄の場合、就職活動の最初の段
階でつまずくことにもなりかねない。つまり、TOEICのスコア
をできるだけ上げておくことは、大学生にとって就職前の基本
的心得の一つとなっているのである。TOEICスコアは練習に比
例してアップする。特にリスニング問題は苦手とする学習者が
多いので、しっかりとリスニング訓練をしておくことは、スコ
アアップに直結する部分がある。
使用するテキストのは、各ユニットがTOEIC L&R の全7パート
を網羅している。そして、毎回1 unit を学習する。実践感覚を
養うため、時間設定をしながら問題を解いていく。問題を解い
た後は解答と解説を行うが、解答は指名された受講者がワイヤ
レスマイクを通してReadingと併せて行い、解説は授業担当者
が行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質(語彙・文法・用法)およびその文化的背景(社
会・文化)に関する知識を身に着けることができる。(知識・理
解)

英語の4技能のうち特に聞く・読む能力を身につけることがで
きる。(技能)

TOEIC Listening and Reading でより高いスコアを取得する技術
を身につけることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：30分
復習：60分
授業中に時間設定を行い、問題を解く練習をするため、事前に
全ての問題を解く必要はないが、予習のため、Warm-Upの
Dictaion Practiceと頻出単語チェックのListening sectionとReading
Sectionの部分はしっかり取り組んでおくこと。
毎回配付される前の週に学習したリスニング問題の印刷原稿を
使用して聞き取れなかったリスニング問題の復習をしておくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Listening と Reading で構成された復習テストで100%評価する。
復習テストを欠席した場合、申し出内容吟味の上、有資格者に
補填受験の機会を与える。定期試験期間中の試験は実施しな
い。したがって再試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] BEST PRACTICE FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST　Revised Edition
[Author(s)]Yoshizuka Hiroshi 他
[Publisher]　SEIBIDO
[ISBN] 9784791960309
[Comments]　2,200円(税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻をしないこと。辞書を携帯すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1. Introduction
  2. Unit　1 Restaurant
  3. Unit　2 Entertainment
  4. Unit　3 Business
  5. Unit　4 Office
  6. Unit　5 Telephone
  7. Unit　6 Letter & E-mail
  8. Unit　7 Health
  9. Unit　8 Bank & Post Office
 10. Unit　9 New Products
 11. Unit 10 Travel (1)
 12. Unit 11 Travel (2)
 13. Unit 12 Job Applications
 14. 復習テスト 1
 15. 復習テスト 2
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オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

The goal of this class is to offer students a chance to improve their
TOEIC scores. Hopefully they will finish the course with more
confidence and approach the TOEIC test in a more efficient way. This
efficiency will emerge through understanding how to set effective
study goals and then implement a plan to achieve their goals.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The students will build their vocabulary.(知識・理解)

They will learn useful test taking techniques for the TOEIC exam.(技
能)

The experience they gain from this class will raise their
confidence.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units.Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Quizzes: 75% (5 quizzes x15%)
Final exam: 10%
Class participation: 15%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Start-up Course for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] Kitayama, Benfield and Tavakoli
[Publisher] Seibido
[ISBN]ISBN: 9784791934201

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are not allowed to sleep or use mobile phones for SNS
or anything not class related. Students are expected to be fully
prepared for every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss one third of the classes will have difficulty
passing the course due to lack of participation. All students are
expected to actively participate in any group or team activities.
The teacher’s office hours are on Wednesdays during 3rd
period. If you wish to speak with the teacher please make an
appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Unit 1
3. Unit 2
4. Unit 1 and 2 Quiz
5. Unit 3
6. Unit 4
7. Unit 3 and 4 Quiz
8. Mid-term Quiz
9.  Unit 5
10. Unit 6
11. Unit 5 and 6 Quiz
12. Unit 7
13. Unit 8; Unit 7 and 8 Quiz
14. Final Exam Review
15. Final exam
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團迫　雅彦

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では，TOEICのスコアアップに必要である各パートの
特徴とその攻略法について，頻出問題を解くことで理解するこ
とを目的とする。また，TOEICで使われる基本的な語彙を学習
したり，英文法の基礎事項などもあわせておさえていく。ま
た，確認テストを受けることで，学習内容の定着化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングで大まかな内容が理解できる。(知識・理解)

②語彙・文法が理解できる。(知識・理解)

③時間内に問題を解くことができる。(技能)

④ビジネス文書や英字新聞の記事に興味を持って、主体的に読
むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitのStep 1, 2の予習（予習課題）。（60
分）

復習：復習小テスト（語彙・文法・音声）の準備。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：10%（到達目標①②③④）
・予習課題：10%（到達目標①②④）
・復習小テスト：10%（到達目標①②③）
・中間試験：20%（到達目標①②③）
・定期試験：50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC Test Pre-Intermediate／
『レベル別TOEIC L&Rテスト実力養成コース：準中級
編』
[Author(s)] 溝口優美子・柳田真知子
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments] テキスト価格　2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の冒頭に復習テストを行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や評価，復習テストと予習課
題についての説明を行う。
2. Unit 1: Travel（旅行に関する表現・名詞）
3. Unit 2: Dining Out（食事に関する表現・形容詞）
4. Unit 3: Media（メディアに関する表現・副詞）
5. Unit 4: Entertainment（エンターテインメントに関する表
現・時制）
6. Unit 5: Purchasing（買い物に関する表現・主語と動詞の
一致）
7. Unit 6: Clients（顧客との取引に関する表現・能動態／受
動態）
8. 中間試験：1～7回目の授業までの内容に関する試験
9. Unit 7: Recruiting（求人に関する表現・動名詞・不定
詞）
10. Unit 8: Personnel（人事に関する表現・代名詞）
11. Unit 9: Advertising（広告に関する表現・比較）
12. Unit 10: Meetings（会議に関する表現・前置詞）
13. Unit 11: Finance（予算に関する表現・接続詞）
14. Unit 12: Offices（オフィスに関する表現・前置詞と接続
詞の違い）
15. 総まとめ
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八尋　真由実

◎－－－　概要　－－－◎

①　TOEIC L＆R Test各Partの特徴や出題の意図を理解した上で、正答率を上げ
るための解き方のコツを学びます。

②　TOEICの頻出語句や重要表現を身に付けます。

Listening Section：
③　リスニング力アップの基礎となる発音や音の変化について学習します。

④　ディクテーション（聞いて書き取る）や、シャドーイング（流れてくる音
声の直後に重ねて繰り返す）といったアクティビティを通して、リスニング力
そのものの向上を図ります。

Reading Section
⑤　Part5, Part6で頻出の文法問題を攻略するために、正答を選択するに至る根
拠を学習します。

⑥　Part7頻出の出題形式をおさえた上で、解答の鍵となる情報を素早く探す練
習をします。

⑦　時間の許す範囲で時間配分を意識した実践練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①　TOEIC L＆R Testの各Partの特徴や出題の意図を理解した上で、解き方のコ
ツを使って解答することで、正答率が上がる。(技能)

②　身に付いているTOEICの頻出語句や重要表現が増える。(知識・理解)

③　1音1音の音の違いに加え、音の変化を意識して聞けるようになる。(技能)

④　Listening Sectionのディクテーションやシャドーイングができる部分が増え
る。(技能)

⑤　Part5、Part6の文法問題では、正答に至るための根拠を説明できる問題が増
える。(知識・理解)

⑥　Part7では、頻出の出題形式が理解でき、解答の鍵となる情報を探し出す時
間が短縮できる。(技能)

⑦　時間配分を意識して解くことを心がけることができる。(技能)

⑧　TOEICのスコアを上げようという意識を持ち、授業に主体的に参加した
り、実際にTOEICを受験するなど、積極的に英語学習に取り組めるようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で取り組むUnitの問題に答え、分からなかった単語や表現を
　　　調べておく。(45分)
復習：授業で学習した頻出語句や重要表現の意味を覚える。
　　　学習したUnitの音声を利用して、シャドーイングやディクテーション
　　　の練習をする。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点…・・・10％
　　授業中のアクティビティ（シャドーイング・ディクテーション・実践演習
　　など）への参加積極度
　　課題提出状況
　　（到達目標⑦⑧）
・復習小テスト１、２・・・50％（25％×２回)
　　（到達目標①②③④⑥）　
・定期試験・・・40％
　　（到達目標①②⑤）

※以下の点には特に注意すること。
・授業に主体的に参加することが肝要であり、途中退室、私語、居眠り、手遊
　び(スマホ)等、参加していないとみなされる場合には、減点の対象となる。
・定期試験を受験しないと単位取得はできない。
・復習小テストに関しては、再試・追試は実施しない。
・復習小テスト中にカンニングを行った場合、単位取得はできない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Key Strategies for Success on　the TOEIC L＆R Test
Level 600
[Author(s)]Atsuko Nishitani, Keiichi Ito 他
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15637-8
[Comments]2019年発行　1800円

◎－－－　参考書　－－－◎

2016年以降ETSより出版された
『公式TOEIC Listening ＆Reading 問題集』
各種

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持参すること。辞書としてスマホやタブレット端末
を使うことは認めない。授業中はマナーモードにし、バッ
グから出さないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要について：授業の進め方、評価
　　　などについての説明
　　TOEIC L＆R Testについて
　　（2回目以降は、下記の通りテキストの内容に
　　沿って、TOEIC Testの演習を行います。）
２　Unit L-1, R-1　人物写真、品詞
３　Unit L-2, R-2  人物ではない写真、分詞
４　Unit L-3, R-3  疑問詞疑問文、時制
５　Unit L-4, R-4  Yes/No疑問文、前置詞
６　Unit L-5, R-5  平叙文、関係代名詞
７　Unit L-6, R-6  機能別疑問文、長文穴埋め
８　復習小テスト１
　 / Unit L-13・14, R-13　Review
９　Unit L-7, R-7  目的・懸念、広告
10　Unit L-8, R-8  言及・問題点、Eメール
11　Unit R-9, R-9  申し出・依頼、告知
12　Unit L-10, R-10 録音メッセージ、記事
13　Unit L-11, R-11 会議、ダブルパッセージ
14　Unit L-12, R-12 図表、トリプルパッセージ
15  復習小テスト２
　 / Unit L-13・14, R-14　Review



2019-SJ00009604-42フレッシュマン・イングリッシュⅣ「E ESP-12」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to get fully prepared for all
kinds of English tests, such as IELTS, TOEIC, etc. There are fifteen
sets of practices, with each one focusing on a different topic for
listening practice, grammar practice, and reading practice as well.
Homework will be given at the end of each class. A short test will be
given every four weeks, so students must review course content after
each lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn necessary skills and strategies for English tests.
(技能)

2. Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner.(態度・志向性)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand
current world issues.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標2)
Presentations (2 times): 25% (到達目標1, 2)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 3)
Final listening test: 15% (到達目標3)
written report: 5% (到達目標1, 2)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] The high road to the TOEIC listening and reading test
[Author(s)] Koji Hayakawa/ Naoyuki Bamba/ Nobuko Nakamura/ Ken Suzuki
[Publisher] Kinseido
[ISBN]978-4-7647-4045-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Every four weeks, before the class starts, students will have a test related to the
content of the previous classes.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for
the next week. Finish homework carefully, because the score of homework is
related to the final score.

Students must come to class during test weeks, because the score of tests will be
calculated into the final score.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction

Week 2
Unit 1 Travel/ Homework: question 1̃7 on page 19

Week 3
Presentation: Travel/ Unit 2 Dining / Homework: question 8̃10 on page 25

Week 4
Presentation: Media/ Unit 3 Media/ Homework: question 1̃3 on page 35

Week 5
Presentation: Entertainment/ Unit 4 Entertainment/ Homework: question 8̃10 on
page 47

Week 6
Test 1 [Unit 1̃4]/ Unit 5 Purchasing

Week 7
Presentation: Client/ Unit 6 Client/ Homework: print practice

Week 8
Unit 7 Recruiting

Week 9
Presentation: Personnel/ Unit 8: Personnel/ Homework: question 2̃27 on page
81

Week 10
Print practice

Week 11
Presentation: Meetings/ Unit 10 Meetings/ Homework: question 4̃7 on page 102

Week 12
Presentation: Finance/ Unit 11 Finance

Week 13
Test 2 (Unit 6, 7, 8, 10 and 11)/ Unit 13 Daily life

Week 14
Unit 14 Sales & Marketing

Week 15
Final presentation/ final listening test/ written report collection
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川口　千富美

◎－－－　概要　－－－◎

現在日本で実施されている各種英語資格検定試験のうち、特に
社会的ニーズが高いとされているTOEICの受験を念頭に、
TOEIC対策に特化したテキストをベースにして実践的なトレー
ニング中心の指導を行います。ただ単に受験のテクニックだけ
ではなく、トレーニング主体の授業を通してListening, Reading,
英文法のバランスの取れた総合的な英語力を養います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実践的な英語のリズムや速度に慣れ、聞き取りがスムーズに出
来るようになる。
(技能)

英文の内容を正確に出来るだけ早く理解するトレーニングを積
み、速読力を身につける。
(技能)

実践的な英文の内容を理解するのに必要なボキャブラリーを増
やす。(知識・理解)

自発的、及び積極的に英語学習に取り組むことが出来るように
なる。 (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、単語の意味を調べ、練習問題の解答
を用意し、さらに授業を受けた後復習をしておくこと。
予習：次の回でするUnitのリーディングパート（単語の意味調
べを含む）、及びリスニングパートに５０分。
復習：学習したUnitのすべての復習に５０分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点　:　30％（学習状況、復習小テスト等）到達目標
①②④
・定期試験： 70％（英文内容の正確な把握と英文法理解）
 　　　　　　　　　到達目標①③④　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC L&R Test (Beginner)
[Author(s)]　早川幸治 / 岸洋一
[Publisher]　金星堂
[ISBN]　9784764740884
[Comments]　テキスト価格　￥1,900（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、授業の終わりに次回の予習範囲を言い渡すので、
必ずその範囲の予習をして授業に臨むこと。
・授業には必ず辞書を持参すること。（スマートフォンを
辞書代わりに使用することは禁止。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction : 授業の進め方、出欠評価　　　　　　　　
　　　などについての説明
2. Unit 1 : Travel   （名詞）
3. Unit 2 : Dining Out （形容詞）
4. Unit 3 : Shopping (副詞）
5. Unit 4 : Entertainment (時制）
6. Unit 5 : Advertising主語と動詞の一致
7. Unit 6 : Events (受動態・能動態）
8. Unit 7 : Daily Life (動名詞･不定詞）
9. Unit 8 : Media (代名詞）
10.Unit 9 : Recruiting (比較)
11.Unit10 : Production&Sales (前置詞）
12.Unit11 : Meetings (接続詞）
13.Unit12 : Offices (前置詞と接続詞）
14.Unit13 : Personnel (関係代名詞）
15.語彙の結びつき / 授業のまとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

西村　恵

◎－－－　概要　－－－◎

社会的ニーズの高いTOEICテストの受験を念頭に、主にリスニ
ングとリーディングの実践的なトレーニングを中心に行いま
す。毎回TOEICテストの形式に沿ったテキストのリスニング問
題・リーディング問題を練習することで、テスト形式に慣れ、
受験のテクニックだけでなく、語彙や英文法も含めた総合的な
英語力を強化します。また、テキスト付属のテストや、実際の
TOEICテストの練習問題なども用いて実践練習も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの問題形式に慣れ、その解法のポイントを習得す
る(知識・理解)

TOEICテストのスコアアップのみならず、英語でのコミュニ
ケーションに必要な総合的な英語力の向上を目指す(知識・理
解)

リスニング・リーディングの両セクションにおいては、問われ
ている内容に対する答えを見つける練習を行い、英語だけで文
を理解できるようになることを目指す(技能)

文法のパートでは、これまでに学習した文法事項を確実に定着
させ、より正確な文法を身に着けることを目指す(技能)

TOEICテストに対する理解を深め、その受験へ向けて準備を行
う(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：
テキストの各Unitの最初のページにある「Vocabulary」の問題
を解く

復習：前回間違えた問題を中心に復習

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業点：40％
（授業中の発表内容等、演習問題の正答率、小テスト等の点
数、演習問題の解答・正解（数）やノートをきちんと取ってい
るかを総合的に判断する）
※授業に関係の無いこと（私語、携帯電話の操作など）を行っ
ていた場合、授業点から減点します

・リスニング・テスト：10％
（授業中に学習したTOELCテストのリスニング・セクションの
解き方を復習し、TOEICテスト形式のリスニング問題を正確に
解答できるかを評価の基準とする）

・定期試験：50％
（授業中に学習した内容を中心に、TOEICテストのリーディン
グ・セクションに関する問題を正確に解答できるかを評価の基
準とする）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] PRIMARY TRAINER FOR THE TOEIC® L&R TEST
[Author(s)] Junnosuke Hamasaki
[Publisher]センゲージ・ラーニング
[ISBN]978-4-86312-355-7
[Comments]テキスト価格￥2,100（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業で、授業中に配布するプリントの演習問題の
点数、授業中に行う小テストの点数、発表点などが授業点
の中に加算されます。よって、授業を欠席するとそれらを
含む授業点（毎回の練習プリント、小テスト、課題、発表
など）の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合
があります。
・毎回、辞書を持参すること。
・スマートフォンを辞書として使用することは許可しませ
ん。必ず（電子）辞書を準備すること。
・テキストを必ず購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：授業の進め方と出欠評価などにつ
いての説明を受けます。
（2回～14回は、下記の通りテキストに沿って各テーマを
学習します。）

2.Unit 1　TOEIC L&Rテストの全体像を知る
3.Unit 2　人物の動作に注目する
4.Unit 3　疑問詞を聞き取る
5.Unit 4　物の位置・状態を表す表現を身に付ける
6.練習問題
7.Unit 5　話がかみ合う応答を選ぶ
8.Unit 6　設問を先読みする
9.Unit 7　文脈を意識する
10.練習問題
11.Unit 8　動名詞とto不定詞を理解する
12.Unit 9  手紙の特徴を理解する
13.Unit 10 代名詞を理解する
14.Post-test
15.リスニング・テスト、まとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

就職活動やビジネス社会において，TOEICのスコアがますます
重要視されている。そのTOEICの概要を把握する為に，各パー
トの出題形式およびその解答の方策を学ぶとともに，TOEIC
500点を突破できる英語力を身に付けることを目標とする。

TOEICでは「英語力」だけでなく「受験力」も試される。「受
験力」を身に付けずして，TOEICで高得点取得はなかなか難し
い。この授業では，TOEICではどのような英語力が試されてい
るのか，そしてその英語力を身に付けるにはどのようにアプ
ローチするのが良いのかという観点から，英語力と受験力の両
方をバランスよく身に付ける。

授業では，TOEICのパートごとにTest Taking Skillsと Language
Skillsを身に付けていく。特に日本語を母語とする学習者が誤
りをおかしやすいポイントは例を挙げて解説していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICのスコアアップに必要な語彙・文法について知識がある
(知識・理解)

適切なストラテジーを用いて，Listening Section および Reading
Section の問題を解くことができる(技能)

自分の目標スコアに向けて，適切な学習ストラテジーを用いて
学習することができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外において，以下の活動を行う。
　・テキストの指定された箇所を学習する （30分）
　・e-learningの課題を各自で進める （30分）
　・授業で学習した箇所の復習を行う（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

1.　授業貢献度　10％
2.　e-learning の学習履歴　30％
3.　小テスト　20%
4.　まとめテスト　40％

2・3・4で，TOEICに必要な語彙，文法の知識および適切なス
トラテジーを用いて問題を解けるかについて評価する。また，
１・２で適切な学習ストラテジーを用いて学習しているかどう
かを評価する。

※このクラスは，定期試験期間中の試験を実施いたしません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Mastery Drills for the TOEIC L&R Test: All in One
[Author(s)]　早川幸治
[Publisher]　桐原書店
[ISBN]　978-4-342-55015-7
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　Unit 1：人物の動作と状態，表・用紙
第3回　Unit 2：疑問詞を使った疑問分，広告
第4回　Unit 3：日常場面での会話，品詞
第5回　Unit 4：アナウンス･ツアー，動詞
第6回　Unit 5：動詞
第7回　Unit 6：基本構文と応答の決まり文句，手紙・E
メール
第8回　Unit 7：電話での会話，代名詞・関係代名詞
第9回　Unit 8：ラジオ放送・宣伝
第10回　Unit 9：Yes/No疑問文，ダブルパッセージ
第11回　Unit 10：オフィスでの会話①，Part 5の復習
第12回　Unit 11：留守番電話，トリプルパッセージ
第13回　Unit 12：オフィスでの会話②，Part 7の復習
第14回　Unit 13：時制・代名詞・語彙の問題，Part 1とPart
2の復習
第15回　まとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

池田　祐子

◎－－－　概要　－－－◎

近年、ビジネスの世界ではITが普及しグローバル化が加速する
ことで、組織や職種を問わず英語を使える人材が求められてい
ます。そうした中で、社員の採用時や入社後の昇進・昇格基準
として利用されているのがTOEIC Listening & Reading Testで
す。この授業では最新のTOEIC Listening & Reading Testに準拠
したテキストを用いて、テストの傾向と対策を学びます。

毎回、授業の初めに各UnitのCheck Your Vocabularyの中から単
語テストを行います。短期記憶では語彙が定着しないため、単
語テストの範囲を雪だるま式に増やしていきます。例えば、第
一回目のテスト範囲はUnit1ですが、第二回目のテスト範囲は
Unit 1＆2になります。

単語テストの後にWarm up で関連表現を学び、90分でリスニン
グ問題とリーディング問題を効率よく解いていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC　Listening and Reading Testの出題傾向や注意すべき点
について理解し、効率的な学習方法を身に着ける。(知識・理
解)

②短時間で大量の問題を解くスキルを身につける。(技能)

③自主的な発表を評価の一部とすることで、英語コミュニケー
ションに必要な積極性を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】各ユニットCheck Your Vocabularyの問題を解き、単語
テストに備える。（30分）

【復習】リスニング問題のシャドーイングをスクリプトなしで
出来るようになるまで繰り替えす。リーディング問題の知らな
い単語を書き出し、単語帳を作って覚える。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・単語テスト　30%（到達目標①）
・授業への積極的な姿勢10% （到達目標③）
・定期試験 60%　（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Career Opener: Building Test Skills for the TOEIC
L&R Test
[Authors]Akiko Tsuda 他
[ISBN]978-4-269-66045-8
[Publisher]英宝社
[Comments] 2,000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

・高校までの文法書で復習するのが望ましい。
・TOEIC 公式問題集

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・特別な事情がない限り、単語テストの追試は行いませ
ん。
・第一回目からテキストの内容に入ります。授業には必ず
テキストをもってきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Unit 1 Occupations（職業）
2. Unit 2 Job Hunting（就職活動）
3. Unit 3 Working Conditions（職場の労働条件）
4. Unit 4 Office Facilities（オフィス内で使用する事務用品
と備品）
5. Unit 5 Shopping（買い物）
6. Unit 6 Meetings and Conferences（打ち合わせと会議）
7. Unit 7 Technology and SNS（テクノロジーとSNS）
8. Unit 8 Education（学校と教育）
9. Unit 9 Health and Sports（健康とスポーツ）
10. Unit 10 Transportation（交通機関）
11. Unit 11 Accommodations（宿泊施設）
12. Unit 12 Restaurant（レストラン）
13. Unit 13 Travel（旅行）
14. Unit 14 Entertainment and Leisure（趣味と娯楽）
15. Unit 15 News and Media（ニュースとメディア）
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their speaking, listening, reading,
and writing skills.  By learning to think critically about interesting
topics, students will learn how to participate in small-group
discussions and express their opinions clearly.  Two speaking tests in
weeks 8 and 15 will test oral ability.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will be able to participate in group discussions(技能)

2 Students will be able to express opinions orally and in writing(技能)

3 Students will learn how to be a good listener and give feedback in
English(技能)

4 Students will practice native-like English pronunciation(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on preparing for group discussions.  This work will take two
hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
20% Midterm Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
20% Final Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
30% Participation  (到達目標1,2,3,4)
30% Weekly assignments and mini-discussions (到達目標1,2,3,4)

There is no end of term exam (teiki shiken)during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
No text required

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction
02: Movies
03: Social media
04: Social media
05: Apple vs Android
06: Ranking things
07: Prepare for Test
08: Speaking Test 1
09: LGBT
10: Women in the workplace
11: Piracy
12: Drinking Age
13: Video Games and Violence
14: Prepare for Test
15: Speaking Test 2
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キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

In each class, students will:
・Work with a partner to complete vocabulary and grammar drills.
・Discuss with a partner how to express ideas in English while
writing sentences (stories) neatly and creatively.
・Practice pronunciation.
・Make and submit voice recordings.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build communicative skills by verbally expressing ideas and taking
guesses.(技能)

To cooperate with classmates in order to complete tasks.(態度・志向
性)

To improve basic English grammar and vocabulary skills through
speaking and writing activities.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should come to every class with a notebook, a pencil and
much enthusiasm. Regarding homework, students should study
vocabulary lists and story texts from each class in preparation for the
final test.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active Participation ‒ 20%
Students must arrive on time and take part in all activities. Students
who are absent or arrive late for class will lose points, as will students
that are off-task (e.g. sleeping, using mobile phones, etc.).

Assignments - 70%
1) Group Writing (10 X 3% each = 30%)
2) Voice Recording (10 X 4% each = 40%)
Final Test ‒ 10%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]　No textbook is required.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Practice Activity #1　"Losing weight"
3. Practice Activity #2 "Looking at scenery"
4. Assignment #1 "A stray dog" (7%)
5. Assignment #2 "On a gondola in Venice"　(7%)
6. Assignment #3 "Catching a thief"　(7%)
7. Assignment #4 "In the library"　(7%)
8. Assignment #5 "Fear of heights"　(7%)
9. Assignment #6 "At a coffee shop"　(7%)
10. Assignment #7 "Blocking out noise"　(7%)
11. Assignment #8 "Losing things"　(7%)
12. Assignment #9 "A misunderstanding"　(7%)
13. Assignment 10 "Traveling and moving"　(7%)
(Each Assignment above includes two parts: Group Writing -
3%, and Voice Recording - 4%)
14. Review class
15. Final Test (10%)

◎－－－　URL　－－－◎

Course website
(http://learneigo.com)
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ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class. There will be homework for students
to complete each week. Homework will include speaking practice and
review of lesson content. There will be three tests during the course.
There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English for at least 5
minutes by the end of the semester.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English（30　minutes). In
addition, students should review vocabulary which has been taught in
class (30 minutes). In addition, before each test, students should
review their homework and the content of the textbook (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation 25%
Homework 25%
In-class tests 35%
Final Speaking Assessment 15%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New English Upgrade 1 Student Book
[Author(s)]Steven Gershon and Chris Mares
[Publisher]Macmillan
[ISBN]9784777362097
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, a dictionary, paper and pen to every
class. You should check your class blog every week. The blog
address will be given at the beginning of the semester. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.

The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction and course outline
Week 2 Recorded speaking 1
Week 3 Unit 1 Nice to meet you (Asking about names).
Homework 1
Week 4 Unit 2 Family feelings (Showing you are listening).
Homework 2
Week 5 Test 1. Unit 3 In the neighbourhood (Returning a
question). Homework 3
Week 6 Unit 4 My style, your style (Conversation opener and
showing agreement and conversation closer). Homework 4
Week 7 Unit 5. What’s your schedule? Homework 5.
Week 8. Test 2 Unit 6
Week 9 Unit 7 Past times, fast times (Asking for news).
Week 10 Unit 8 The things we eat (Responding to thanks).
Homework 6
Week 11 Unit 9 Getting away (Showing uncertainty).
Week 12 Test 3. Unit 10 The media and me (Asking for
permission). Homework 7
Week 13 Unit 11 Hopes and dreams (Saying goodbye).
Homework 8
Week 14 Unit 12 Review and final assessment
Week 15 Final assessment
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マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will do listening and speaking activities to
improve their communication skills. Students will do many speaking
activities with their classmates in class. Students will have homework
at the end of each unit. Homework will include answering questions
and preparing a short talk to give in the next class. Students will give
their talks in week 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14. There will be 2
quizzes in the course and one final test. The first quiz will be in week
6, the second quiz in week 11, and the final test will be in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will be able to speak more smoothly.(技能)

2.　Students will be able to ask and answer questions about simple
topics.(技能)

3.　Students will understand short conversations.(知識・理解)

4.　Students will become more confident speaking about simple
topics.(態度・志向性)

5. Students will actively participate in speaking activities. (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on answering questions about the topic in the unit. (30 min) Students
must also prepare a short talk about the topic. (90 min) Students
should review the homework and content of the textbook before the
quizzes and final test. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening and writing activities in class: 30%
　(到達目標1, 2 ,3 , 4, 5)
Homework: 20% 　(到達目標 1, 2, 4, 5)
Quizzes: 20%　(到達目標 2)
Final Test: 30% 　(到達目標 2)

Students will lose participation points for being absent or late.
Students will lose participation points for not completing in-class
work.
Students will lose points if they are absent for quizzes and the final
test without an excused absence.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Out Front 6th Edition
[Author(s)]　Robert Diem & Roberto Rabbini
[Publisher]　English Education Press
[ISBN]　9784865390339
[Comments]　￥2,200

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Personal Information    Homework:Questions p.79,
prepare talk
2.Unit 2 Family and home    Homework:Questions p.80, prepare
talk
3.Unit 3 Hobbies and Preferences    Homework:Questions p.81,
prepare talk
4.Unit 4 Times and Dates    Homework:Questions p.82, prepare
talk
5.Review
6.Quiz Units 1-4, Unit 5 Shopping    Homework:Questions p.83,
prepare talk
7.Unit 6 Routines    Homework:Questions p.84, prepare talk
8.Unit 7 Vacation    Homework:Questions p.85, prepare talk
9.Unit 8 Help! I’m lost    Homework:Questions p.86, prepare
talk
10.Review
11.Quiz Units 5-8, Unit 9 Travel    Homework:Questions p.87
prepare talk
12.Unit 11 Eating Out    Homework:Questions p.89, prepare talk
13.Unit 12 Health    Homework:Questions p.90, prepare talk
14.Review
15.Final Test
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ドミニック　マリーニ

◎－－－　概要　－－－◎

Students will have many chances to speak English and many chances
to listen to English.

Students will learn English that is useful when travelling abroad.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn useful vocabulary.(態度・志向性)

Students will learn how to learn vocabulary.(知識・理解)

Students will learn appropriate English for various situations.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Each week, students will spend one hour doing homework and
preparing for the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Mid-term test: 50%
Final test: 50%

The final test will be given in the last class of the semester, not during
the official test period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Passport 2 (Second Edition)
[Author(s)] A. Buckingham, L.Lansford
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-471822-6
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students will enjoy the class more if they participate actively in
the class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class rules & how to use the textbook
2. International Travel
3. Understanding questions
4. Asking about prices
5. Buying a train ticket
6. Asking for help
7. Getting information
8. Mid-term
9. Renting sports equipment
10. Disagreeing politely
11. The recent past
12. Minor health problems
13. Asking about food
14. Review
15. Final Test
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ハラン，トーマス

◎－－－　概要　－－－◎

Each lesson will aim to develop meaningful communication in
English and to focus on developing listening and reading skills. There
will be a 10 point quiz after each unit.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The goal of this course is to develop learners’ ability to
communicate in English.
　(技能)

Students　should also be able to understand basic English
conversations by the end of the course. (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students with be given short reading assignments related to each unit.
Students should spend at least one hour per week on homework.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly Quizzes 50%
ListeningTest 50%
There will be no EXAM during the test period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Basic Tactics for Listening
[Author(s)]Jack C. Richards
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-401384-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Do not be late for class

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Restaurants: talking about a meal ‒ listening for gist
Week 2: Small talk: greetings meeting people ‒ Wh-questions
Week 3: Vacations: listening for details and understanding
attitudes
Week 4: Apartment living: contractions and describing details
Week 5: Hopes: talking about plans - reductions of want and
going
Week 6: The weather: weather reports and making predications
Week 7: Shopping: stores and salespeople ‒ making predictions
Week 8: Describing things: describing lost items
Week 9: Directions: streets and places ‒ asking for directions
Week 10: People we know: describing people ‒ listening for
similarities
Week 11: Places: cities and countries ‒ listening for preferences
Week 12: Health: illnesses - listening for advice
Week 13: Practice Test
Week 14: Short presentations
Week 15:  Listening test
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ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

Through activities that teach students to pay attention to their own use
of English, this course will develop the conversation strategies needed
for smooth English communication. Students will also learn active
listening skills, vocabulary and common English idioms
(expressions). We will spend a week on each unit that we cover in the
text, with a test in class 8 and a final test in week 15. Each half of the
course will introduce a number of new speaking strategies, with
several covered more than once. Students will be expected to
complete five speaking homework assignments with a partner during
the class, as well as keep a log of new vocabulary which the instructor
will check.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will have a better understanding of the strategies used in
successful English communication. (知識・理解)

2. Students will improve their speaking and listening skills, and
develop their English vocabularies. (技能)

3. The course will help students develop greater confidence in English
conversation. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min-1 hour) Also, they should prepare for
the next unit in the textbook by checking the Spotlight on Vocabulary
section for any unknown words. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
Speaking Homework: 20% (goals 1, 2)
Vocabulary Log: 10% (goal 2)
Test: 20% (goals 1, 2)
Final Test: 20% (goals 1, 2)
Self-Check: 10% (goals 1-3)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communication Spotlight: Pre-Intermediate
[Author(s)]Graham-Marr
[Publisher]Abax
[ISBN]9781785470301
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in.  Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The instructor's office hour is Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2: The English classroom
3: Describing and talking about people (Homework: Speaking
Homework 1)
4: Describing daily routines
5: Describing objects
6: Talking about future plans (Homework: Speaking Homework
2)
7: Describing occupations (Homework: Study for test)
8: Test
9: Talking about money and prices (Homework: Speaking
Homework 3)
10: Story telling
11: Describing school schedules (Homework: Speaking
Homework 4)
12: Describing cities
13: Talking about things you did (Homework: Speaking
Homework 5)
14: Giving directions (Homework: Self-Check and study for test)
15: Final Test
In addition, students should do the “At Home” listening and
review vocabulary after each unit.
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ストット，デビッド　アダム

◎－－－　概要　－－－◎

This course will help students use English for traveling. For example,
in airports, hotels, restaurants and travel agencies. Students will
practice both listening and pair work speaking, and also do short
writing exercises.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The aim of this class is to improve students’ ability to use English
when traveling abroad on holiday.(知識・理解)

The four skills of speaking, listening, writing and reading will all be
practiced in the classes but especially speaking and listening. (技能)

Students will speak English in pairs, in small groups and with the
teacher in every class. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For at least 2 hours every week students should review the previous
class before the next class. Students should also preview the next class
before the class starts. Sometimes other homework will be assigned.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Active participation in class: 50%
Group projects: 30%
Quizzes: 20%

Students must actively participate in all lessons. In each lesson,
students will get a participation score. To get a high score, students
should answer questions and cooperate in pair/group work.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Fly Across the Borders/本当に使える トラ ヘ ル総合英
語
[Author(s)] Masako Mikage
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 9784881986851
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class Orientation
2. On an Airplane
3. Landing at Honolulu Airport
4. Transit at Honolulu Airport
5. Exchange Money
6. Transportation
7. Hotel Checking In
8. Staying at Hotel
9. Sightseeing
10. Directions through Towns
11. Food and Drink
12. At the Restaurant
13. Shopping
14. Hotel Checking Out
15. Going Back Home
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トンプソン，アンドリュー

◎－－－　概要　－－－◎

In this Interactive English (IA) course, students will be able to develop
their speaking, listening, reading and writing skills. All students will
be encouraged to actively participate in speaking and writing activities
that are designed to build English language confidence.

This course will help prepare students for future situations where
English speaking, listening, reading and writing is required, such as
school, work, leisure, and travel. The overall objective of this course is
to build English language confidence describing routines, experiences,
past events, future plans, and preferences.

◎－－－　到達目標　－－－◎

A. To increase sociolinguistic knowledge (vocabulary, and
grammar).(知識・理解)

B. To develop four skills (speaking, listening, writing, and
reading).(技能)

C. To build confidence when actively engaging with people from
different cultural backgrounds.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should complete assigned homework each week, which
includes preparing and reviewing the weekly lesson theme,
vocabulary, grammar, reading and writing tasks (approximately 30
minutes/week). Students who are not prepared will be given no points.

Weekly lesson preparation and review will be especially required for
the Writing Journals and Presentations (approximately 30 minutes/
week). Students will be required to keep a weekly Writing Journal
designed to improve their ability to clearly structure and share their
experiences on everyday topics. Students will also be required to
prepare three Presentations designed to improve their ability to clearly
structure and share their experiences and preferences (approximately 2
hours/presentation).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

This course will be evaluated based on the degree of accomplishment
of reaching each goal according to the following.

Class Participation: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Textbook Quiz: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Journal Writing: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Journal Presentations: 30 points maximum (Week 5 Presentation: 5
points, Week 10 Presentation: 10 points, Week 15 Presentation: 15
points maximum) (A/B/C will be evaluated)
Semester Mid and Final Assessment: 10 points maximum (A/B/C will
be evaluated)

PLEASE NOTE: There is no end of term examination (teiki shiken)
during the official examination period. There will also be no
reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential English Communication - Student Book 2
[Author (s)] Andrew Thompson
[Publisher] THINK ELT JAPAN
[ISBN] 978-1548265670
[Comments] Textbook RRP: ¥ 2, 250 (Available from Kinbun
Bookstore)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students will review assigned homework from the previous
lesson at the beginning of each lesson. Students who are late
more than 20 minutes or are absent from lessons may lose points.
Furthermore, students who are absent for more than 5 lessons
may fail the course.

Students who do not complete assigned homework, Writing
Journal or are absent for Textbook Quizzes and Presentations
will be given no points. Furthermore, students who copy or cheat
will be given no points.

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to each lesson.

Students can contact the teacher by sending an online message at
http://www.eltjapan.com/connect.html

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Overview of course textbook “Essential English
Communication”, teacher and student introductions,
explanation of class expectations: attendance, grading, lesson
structure and materials. Start Textbook Unit 1.
2. Review of class rules and expectations, introduction to
Class Presentations and Writing Journal structure/expectations.
Start Textbook Unit 2.
3. Textbook Unit 3, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
4. Textbook Unit 4, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
5. Week 5 Presentation (5%).
6. Textbook Unit 5, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
7. Textbook Unit 6, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
8. Textbook Quiz (10%), Week 10 Presentation Review and
Preparation.
9. Textbook Unit 9, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
10. Week 10 Presentation (10%).
11. Textbook Unit 10, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
12. Textbook Unit 11, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
13. Textbook Unit 12, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
14. Textbook Quiz (10%), Week 15 Presentation Review
and Preparation.
15. Week 15 Presentation (15%).
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マキネス，スコット

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their English listening and
speaking skills.

One unit from the textbook will be studied every week.

Every week students will focus on one topic from the textbook. In
small groups, students will read and practice various simple English
conversations with each other. Students will then be encouraged to
expand the conversations into more detail, and if possible shift the
conversation into other related areas.

Homework will consist mainly of learning new vocabulary words, and
using them effectively in a variety of situations. Homework will be
checked often.　

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will improve their English communication skills.(技能)

Students will gain more confidence in using English in everyday
situations.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete the assigned homework each week, and
review the upcoming units in the textbook before class.
This should only take between 30 minutes to an hour every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

Participation ‒ 60%
In-class Quizzes ‒ 20%
Final Test ‒ 20%

There will be a mini-quiz at the beginning of every other class. Each
quiz will include previously learned vocabulary and idioms.
Completing all of the assignments, as well as regularly attending class
will be necessary to do well on the quizzes.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]1.Passport Plus 2.A Shorter Course in Everyday
Vocabulary Quizzes
[Author(s)]　1.Buckingham, A./Whitney, N. 2. Sato, S.
[Publisher] 1.Oxford　2. Nan'undo
[ISBN]1.978-0-19-457397-9 2.978-4-52-317668-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary, clear file, B5
notebook, and writing materials to every class. Students must not
forget these items, sleep in class, or be more than ten minutes
late. Students should email the teacher if they will be absent two
or more times.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. People
3. Friendship/quiz
4. Education
5. Food
6. Fun/homework check/quiz
7. Home
8. Weather
9. Health/quiz
10. Cities
11. Milestones
12. Overseas/homework check/quiz
13. Communicating Effectively
14. Overcoming Problems/quiz
15. Final Test
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黒瀬　悠佳子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、今まで学んできた文法事項や語彙等を
適宜確認しつつ、学生生活に関わる事象から、日常的な
場面に関するテーマまで、自分の力で英語を使って表現
していく能力を培うことが目標である。講義では、まず、
冒頭のモデル文を確認する。その後、語彙の確認、文法
事項等の復習を経て、練習問題、英作文演習へと順次
発展していく。各レッスンで学んだ表現を使った自由
英作文の課題を出題予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの例文が正しく理解できる(知識・理解)

テキストの語彙・文法事項を身に付ける(知識・理解)

理解した語彙や文法を例題で運用できる(技能)

習得した内容を場面に応じて活用できる(技能)

知識を総合的・発展的に応用できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習：(15-20分程度)
その日の講義で出てきた新出の単語・表現を見直し、発音・
用法と合わせて暗記する。また、設問等で間違えた箇所、和訳
の
難しかった場所などあれば、講義メモを参考によく復習してお
こう。

予習：（20-30分程度）
次回の内容に目を通し、分かりにくかった箇所には印を
付して授業ではそれらの点に特に留意して学習するようにしよ
う。
学習内容を一つ一つ確実に自分のものにすることが、実力を
しっかり伸ばすための基本である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業への参加、貢献度および定期試験での結果を総合的に判断
して算出する。
課題等の提出を求める場合もある。

平常点（授業参加・貢献度、ミニテストの評価、課題提出等）
40％
定期試験　（記述式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
60％　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Working Abroad
[Author(s)]Kiyoshi Yukitoki
[Publisher]松柏社
[ISBN]9784881987063
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な授業参加が求められる。遅刻･欠席等には留意す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第 1回　Unit 1　Takuya's Job Hunt
第 2回　Unit 2　Asking a Favor
第 3回　Unit 3　Decision Time
第 4回　Unit 4　A Lucky Break
第 5回　Unit 5　Fun in the Sun
第 6回　Unit 6　Welcome to the Rising Sun
第 7回　Unit 7　Bottoms Up!
第 8回　Unit 8　The comfortable City
第 9回　Unit 9　Touching Base
第10回　Unit10　The Lion City
第11回　Unit11　Heading Down Under
第12回　Unit12　Dreams Come True
第13回　Unit13　An Unexpected Invitation
第14回　Unit14　The Sweet Wonderland
第15回　Review　Unit1-Unit14
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クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a reading and writing course.
Students will study English reading and writing and take part in group
activities using English.

Course aims: complete understanding of the textbook passages as
English; asking questions in English about everything you do not
understand in the textbook passages; understanding the development
of the story presented in the textbook.

Course content: learning a language as learning a new culture; culture
shock;  Kitakyushu stories of hope; stereotypes, prejudice and
discrimination; metaphor versus simile; Comme des Garcon; farm life
can do strange things to sensitive young boys; Made-in-Japan English;
hippies and whaling; No Exit by Jean Paul Satre; reflexive writing;
the soft power of Japan; dude, buddy, mate, Old Chap; Coin Locker
Babies by Murakami Ryu; 「月月火水木金金」, Bob Geldof, Live
Aid.

Students must complete the grammar sections of the textbook as
homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to read and comprehend natural English.  (技能)

Students will increase their understanding of world issues by
improving their vocabulary. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

A short test will be given each week. Students must review the lesson
content after each class for 5 minutes each day and must spend two
hours outside of class on course content review.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Group activities (be on time, bring the textbook, bring your student
ID, don't sleep or play with your keitai!) 80%
Homework (10 x 2%) 20%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
You should treat each class with the same importance as an exam.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course.

Group activities are 80% of your final grade and punctuality and
preparation is important: students who arrive late, or without their
student ID, will be treated as absent. Missing the beginning of each
class means not understanding what has happened in the previous
week and not understanding the goals for that particular class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] ジャパニーズ　ステレオタイプ
Outsiders Looking In
[Author(s)] 久保善宏、毛利史生、古川武史
[Publisher] Kaibunsha
[ISBN] 978-4-87571-745-4
[Comments] 1,944円（税込）
金修堂書店　福大前書店　tel 092 861 5706
honten@kinshudo.co.jp

◎－－－　参考書　－－－◎

http://www.kaibunsha.co.jp/books/view/396

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

It is very important that you attend EVERY class.
If you must be absent, please email me _before_ class. It is also
very important that you complete the HOMEWORK _before_
class.

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small group activities, and ask questions
when anything is unclear.
You must have a NEW copy of the textbook.
You must bring your NEW copy of the textbook to EVERY
class.
If you do not have the textbook, you will be marked as absent.
You must bring the textbook to the FIRST class.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview
2 Unit 1 Stereotypes
3 Unit 1 Stereotypes and humor
4 Unit 2 Learning another culture
5 Unit 2 Learning a new culture though the media
6 Group presentations: prejudice across the world
7 DVD: documentary film
8 Unit 3 Gender and stereotypes
9 Unit 3 Gender and stereotypes
10 Revision test
11 Unit 4 Japanese traditions
12 DVD: documentary film
13 Unit 5 Made in Japan English
14 Unit 5 Made in Japan English
15 Course review
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永野　美子

◎－－－　概要　－－－◎

このコースで学生は、英語の4つの技能のうちのリーディング
とライティングの力を養成する。
近年、インターネットを通して世界中の情報に容易にアクセス
することができるようになった。それに伴って、そのサイトに
掲載されている英語の文章を正確に読解し、必要に応じて自分
自身でその情報に対して英語で反応することが要求されるよう
にもなった。
このコースを通じて学生は、さまざまなジャンルの、最近世界
中で話題となっているトピックの文章を読み、そのなかに登場
する語彙・表現を学習したり、パラグラフの構造を観察したり
して、その内容を正確に読解する練習を重ねてゆく。その後、
その文章の要約文を完成させたり、習ったばかりの表現を用い
て和文英訳の応用問題を解き、それらの表現を覚える。最後
に、読んだ文章の内容についての自分自身の見解や感想を英語
で書き表す練習をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①さまざまなジャンルの英語の文章を、パラグラフの構造を把
握したうえで、正確に読解することができる。(技能)

②読解した文章の要約文や、それに関連した和文英訳を、学習
した語彙・表現を活用して、書くことができる。(技能)

③読解した文章の内容についての自分自身の見解や感想を英語
の文章で書き表す習慣をつける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業で取り上げられるテキストの章全体を概観し、学習
する内容を確認した後、文章を読んでみる。知らない単語は辞
典で調べながらひととおり読んで、分からない箇所を見つけて
おく。（45分）
復習：授業で習った初めての語彙や表現は、自分で作る単語
カードなどに書き写し、それを携帯して覚えるようにする。一
つの章の学習が終了したら、その文章についての自分の意見や
感想を英語のパラグラフで書き表す。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点：50％（到達目標①②③）
定期試験結果：50％（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Active Training for Reading and Writing through 15
Topics
[Author(s)]M.Schauerte, T.Dillon, and K.Nishiya
[Publisher]鶴見書店
[ISBN]978-4-7553-0377-7
[Comments]2016年発行　1800円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・必ず自分のテキストと英語辞典を持って授業に出席する
こと。（スマートフォンのなかの辞書機能を使用すること
は認めない。）
・授業中は、自主発表などの積極的な受講態度が高く評価
されます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．コースの概要説明、テキストUnit 1 Health:Dry Eye
Syndrome
２．Unit 2 Culture:French Are Fond of Films
３．Unit 3 History:The ABCs of the Alphabet
４．Unit 4 Biography:Brazil's Soccer Legend Pele
５．Unit 5 Literature:Friends and Rivals
６．Unit 6 Tourism:Chinese Overseas
７．Unit 7 Social Problems:Loving Your Smartphone - too
much!
８．Unit 8 Sociology:Dealing with the Graying Population
９．Unit 9 Animals:Golden Poison Frog
10．Unit 10 Art:Shaker Furniture
11．Unit 11 Food:Chia Seeds - the Super Food
12．Unit 12 Science/Technology:Drones
13．Unit 13 Language:How Words Can Change
14．Unit 14 Psychology:It's Not Easy Being 15 or 50
15．Unit 15 Sports:Curling Stones
　但し、受講生の活動状況や希望に応じて、進め
　る順番や進み具合が変更される場合もある。
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ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will develop their reading, visual literacy and writing skills.
There will be homework each week. Homework will include review
of lesson content, vocabulary practice, reading and writing. There will
be a 中間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to read a short passage and understand simple
visuals.(技能)

2. Students will be able to write their opinions on a variety of
topics.(技能)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand a
variety of real life situations.(知識・理解)

4. Students will actively engage in English learning to improve their
study skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading graded readers (30 min), writing book reports (15 min) and
studying vocabulary on Quizlet (25 min). Students should review the
content of the textbook and vocabulary which has been taught in class
(50 min). In addition, students should prepare for the 中間 test in
week 8 and final test in week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2, 3 & 4)
20% Homework and book reports (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% 中間 Test (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% Final Test (到達目標1, 2, 3 & 4)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, homework, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking
Foundations A  (Second Edition)　
[Author(s)] Laurie Blass & Mari Vargo
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-0-35-736603-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should bring their graded reader to class every week
and submit four book reports (details will be given in class).
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class. Please write your name, student number and class
on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: introduction and course outline. HW
(Homework): student profile and vocabulary.
2. Unit 1 Our World Reading 1. HW: reading and vocabulary.
3. Unit 1 Our World Reading 2. HW: reading and vocabulary.
4. Unit 1 Our World Writing. HW: review Unit 1, book report
and vocabulary.
5. Unit 2 Career Paths Reading 1. HW: reading and vocabulary.
6. Unit 2 Career Paths Reading 2. HW: reading and vocabulary.
7. Unit 2 Career Paths Writing. HW: review Unit 2, book report
and vocabulary.
8. 中間 Test: Units 1 & 2 (25%)
9. Unit 3 Adventure Reading 1. HW: reading and vocabulary.
10. Unit 3 Adventure Reading 2. HW: reading and vocabulary.
11. Unit 3 Adventure Writing. HW: review Unit 3, book report
and vocabulary.
12. Unit 4 The Visual Age Reading 1. HW: reading and
vocabulary.
13. Unit 4 The Visual Age Reading 2. HW: reading and
vocabulary.
14. Unit 4 The Visual Age Writing. HW: review Unit 4, book
report and vocabulary.
15. Final Test: Units 3 & 4 (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.eltngl.com/sites/pathways/student-resources/
reading-and-writing/foundations/student-book-audio-
foundations)
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ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in reading and writing.
Students have to participate in class and group activities. If students
do not participate, it will not only be unfair on others, but it will be
very difficult for you to pass the course.
During the semester, there will be a number of quizzes to review the
material covered in class. The scores from the quizzes will be a
component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is important.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have studied in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will study about English writing layout. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

2. Students will improve English sentence construction. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

3. Students learn how to express themselves in various topics. (skills)
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
In Class Final Exam: 30%
Class Quizzes: 25%
Homework: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period (teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write (Second Edition)
[Author(s)]David Moore and David Barker
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-47-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday period #2 (10:40 -
12:10).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment.
2. Basic English Writing Methods
3. Basic English Writing Methods, Part 2
4. Basic English Writing Methods, Part 3
5. Quiz: Writing Methods/Topic 1: Intoductions
6. Topic 2: Family
7. Topic 3: School Life
8. Topic 4: Friends
9. Written Test 1
10. Topic 5: Free Time
11. Topic 6: Memories
12. Topic 7: Travel
13. Written Test 2
14. Topic 8: Future
15. In Class Exam
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マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will write short paragraphs in a variety of
styles. Students will learn how to organize their writing and share
their ideas and writing with other students in the class. The unit will
end with a paragraph writing exercise. Students will complete the
paragraph for homework and hand it in the next class. Paragraphs
should be handed in week 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 15. Students will also
read short stories in this course. Students will read for a short time in
class and finish their reading outside of class. Students will write
reports about these stories. Reports will be handed in week 5, 9 and
13.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will learn ways to organize their writing.(知識・理解)

2.　Students will be able to write about simple topics.(技能)

3.　Students will become more confident in writing.(態度・志向性)

4.　Students will be able to understand short stories.(知識・理解)

5.　Students will participate actively in all class　activities.(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to review the textbook each week (30 mins) and
write paragraphs (90 mins). Students will also read short stories
outside of class (90 mins).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in writing and speaking activities in class: 30% （到達
目標 1, 2, 3, 4, 5）
Paragraph writing: 50% （到達目標 1, 2, 3）
Reports: 20% （到達目標 1, 3, 4）

Students will lose homework points for late homework.
Students will lose participation points for being late, absent, sleeping
or using their cell phone.
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Writing from Within 1 Second Edition
[Author(s)]　Curtis Kelly & Arlen Garagliano
[Publisher]　Cambridge
[ISBN]　978-0-521-18827-2
[Comments]　￥2,680

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction to the course
2.Unit 1 Who am I?
3.Unit 1 Who am I　Homework:Paragraph
4.Unit 2 A Place  Homework:Report　
5.Unit 2 A Place  Homework:Paragraph
6.Unit 4 Photos
7.Unit 4 Photos  Homework:Paragraph
8.Unit 7 Thank-you  Homework:Report
9.Unit 7 Thank-you　Homework:Paragraph
10.Unit 8 Movies
11.Unit 8 Movies 　Homework:Paragraph
12.Unit 9 Friends　Homework:Report
13.Unit 9 Friends　Homework:Paragraph
14.Unit 10 Heros　Homework:Paragraph
15.Unit 10 Heros
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秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC (Test of English for International Communication)は、世界
規模で行われている英語コミュニケーション能力を測定するテ
ストです。ビジネスと日常会話に関する問題が出題され、日本
の企業では採用時の判断材料になったり、昇進等における社内
評価・査定としても使われています。本授業では、TOEIC L&R
Testの多くの練習問題をこなしながら、リスニングや速読即解
の力をつけ、解法のポイントをつかみます。授業では、PC上で
CheckLinkというシステムを使って解答してもらい、各パート
を順を追って解説します。リーディングセクションの文法問題
や長文問題などは時間設定をして、本番で理想とされる時間配
分に慣れる練習をします。また、Web上の視聴覚教材を援用
し、口語英語のスピードやリズム、音の変化にも慣れてもらい
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの形式に慣れ、基本的な解法を修得する。(知識・理
解)

②TOEICの解答に不可欠な語彙を修得する。(知識・理解)

③英語のスピードやリズム、音の変化に慣れ、速読即解力を身
につける。(技能)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各Unit最初のページのTOEIC Vocabulary & Phrasesを覚
え、4ページのTOEIC Grammar、18ページのTOEIC Readingの問
題を解く（90分）
復習：小テストの準備、リスニングセクションのシャドーイン
グ（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1) 普段の学習状況（Checklinkによる解答状況など）：約20％
（到達目標①②③④）
(2) 小テスト：約30％（到達目標②）
(3) 最終試験：約50％（到達目標の①②③を基準に評価）
注1：欠席は、(1)(2)の評価ができないため、減点の対象になり
ます。
注2：このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
注3：最終試験を受けない場合は、他の評価が満点であって
も、60点に満たないので単位を取得することはできません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC L&R Test, Intermediate
[Author(s)]　Naoyuki Bamba, Katsuaki Oyama
[Publisher]　Kinseido
[ISBN]　978-4-7647-4090-7
[Comments] 価格2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Checklinkの登録をするので、初回の授業には必ずテキスト
を持ってきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. introduction：授業概要、TOEIC L&R Testの説明
2. Unit 1　Travel： (1) 旅行に関する語句・表現 (2) 名詞
3. Unit 2　Dining Out：(1) レストランや食事・料理に関す
る語句・表現　(2) 副詞
4. Unit 3 Media：(1) メディアに関する語句・表現 (2) 副詞
5. Unit 4 Entertainment：(1) エンターテインメントに関する
語句・表現 (2) 時制
6. Unit 5　Purchasing：(1) 買い物に関する語句・表現 (2) 主
語と動詞
7. Unit 6　Clients：(1) 顧客との取引に関する語句・表現 (2)
受動態
8. Unit 7 Recruiting：(1) 求人・採用に関する語句・表現 (2)
動名詞、不定詞
9. Unit 8　Personnel：(1) 人事に関する語句・表現　(2) 分
詞
10. Unit 9　Advertising：(1) 広告・宣伝11. Unit 10　
Meetings：(1) 会議に関する語句・表現　(2) 比較
12. Unit 11　Finance：(1) 予算・費用に関する語句・表現　
(2) 前置詞
13. Unit 12　Offices：(1) オフィスに関する語句・表現　(2)
接続詞
14. Unit 13　Daily Life：(1) 日常生活に関する語句・表現　
(2) 前置詞と接続詞の違い
15. 最終試験
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進藤　範子

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICテスト(Listening&Reading)の出題形式に慣れ、そのス
コアアップを図るため、リスニング力とリーディング力をバラ
ンス良く磨くタスクを行います。具体的には、各ユニットごと
に決められたテーマに即した問題を解きながら、"Part 1"から
"Part 7"までの実際の出題形式やその戦略を段階的に把握してい
きます。また、リーディングでは、文法事項だけでなく、語
彙・品詞問題、速読などの対策も行います。リスニングでは、
"REVIEW TASK"として"DICTATION"を行います。毎回、前ユ
ニットの復習テスト(小テスト)を行い、学習したことを確実に
身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの出題形式やその戦略を理解する。(知識・理解)

文法・語法・口語表現を確認し、理解する。(知識・理解)

英語の速度やリズム、音声変化などの発音に慣れ、リスニング
力を向上させる。(技能)

語彙を増やし、英文を読んで内容を素早く理解するリーディン
グ力を強化する。(技能)

各自が目標とするスコアをクリアする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】次の回でするUNITの練習問題を指示された形式で行
う。テキスト付属のCDを使ってリスニングをする。（40分）
【復習】学習した内容を整理し、リスニングパートを使って
シャドーイングをする。宿題（DICTATION)を仕上げる。小テ
ストの準備をする。(40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
＊平常点　　　　　　１０％(学習状況など授業への取り組
み）
＊小テスト　　　　　２０％(各ユニット終了後実施）
＊課題提出　　　　　１０％（DICTATION)
＊リスニングテスト　２０％
＊定期試験　　　　　４０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Totally TOEIC L&R Test: Challenge 400
[Author(s)]Terry O'Brien 他
[Publisher]NAN'UN-DO
[ISBN]978-4-523-17895-8 C0082
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業で詳細を説明します。テキストと筆記用具を持参
のうえ、必ず参加しましょう。授業には辞書を持参するこ
と。（スマートフォンを辞書代わりに使用することは禁
止。）また、テキストを使用したリスニングテストがあり
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに：授業の進め方、評価方法やスケジュールな
どについての説明を受けます。また、UNIT 1を使って自学
学習の方法を実践します。(2̃14回は下記の通り、テキスト
に沿って各テーマについて学習します。一つのユニット終
了後、小テストを受けます。なお、学習する内容は変更さ
れる場合もあります。）
２．UNIT 1 : Traffic
３．UNIT 2 : Weather &　Events
４．UNIT 3 : Lunchtime
５．UNIT 4 : Hotels
６．UNIT 5 : Health
７．UNIT 6 : A New Life
８．UNIT 8 : Job Hunting
９．UNIT 9 : Workplaces & Products
１０．UNIT 10 : Customer Service
１１．UNIT 11 : Office Messages
１２．UNIT 12 : Ordering & Shipping
１３．UNIT 13 : Business Trip
１４．UNIT 14 : Success in Business
１５．リスニングテスト＆前学期のまとめ
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一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICは今や就職やキャリアアップの際に避けては通れない
検定試験の一つとなりました。受講者の皆さんの目的は「英語
力をつけたい」、「就職を有利にしたい」など様々だと思いま
すが、TOEICのスコアアップという共通の目標に向かって、で
きるだけ効率的に授業を展開していきたいと思います。TOEIC
のスコアアップには基本となる英語力はもちろんのこと、
TOEICに独特の形式に対応できるテクニックを身につけること
も重要です。マニュアルやテクニックというと響きは悪いです
が、少しでも短時間で要領よく解答できるようになるためには
欠かせない技術です。本授業ではそうしたTOEICに特有なパ
ターンを「ターゲット」や「解法のポイント」としてまとめて
あるテキストを使用し、毎回違う文法項目に焦点を当てて学ん
でいきますので、毎回の授業内容をきちんと定着していくこと
によって、短期間でもスコアアップは十分期待できます。
　本授業では予習よりもむしろ復習を重要視します。あらかじ
め問題を解いてくる必要はありませんが、必ず前回の授業で
扱った内容を復習してきてください。毎回、授業の初めに復習
テストを実施し、学習内容の徹底を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のリスニングの基礎力を身に付けることができる。(技
能)

②英語のグラマーの基礎力を身に付けることができる(知識・
理解)

③授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(技
能)

④TOEICに独特の形式に対応できるテクニックを身に付けるこ
とができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習よりもむしろ復習に力を注ぎ、次週までに習った表現、単
語等の復習を徹底しておくことが重要です。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

日頃の学習への取り組み及び試験による評価

・授業態度などを含む学習状況　　２０％(①②③④を基準と
して評価)

・課題提出状況　　　　　 　　　 ２０％(①②③④を基準とし
て評価)

・定期試験　　　　　　　　　　　６０％(②④を基準として
評価)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Perfect Practice for the TOEIC L&R Test-Revised
version-
[Author(s)]石井 隆之
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN]978-4-7919-3419-5

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じ、授業中にお知らせします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には辞書を持参のこと。授業中の私語、携帯使用は厳
禁です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Studying Abroad
2.International Conference
3.Holidays
4.Leisure
5.Restaurant
6.Online Shopping
7.Global Warming
8.Websites
9.Workplace
10.Nursing Care
11.Global Trading
12.Eco-Friendly Economy
13.Business Trips
14.Hybrid Cars
15.総まとめ
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奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICは世界規模で行われている「英語でのコミュニケー
ション能力」を見るテストである。ビジネスと日常会話に関す
る問題が出題され、特に近年日本の企業では採用時の試験とし
ても昇進時等における社内評価・査定の試験としても必須のも
のとなってきた。
　TOEICテストの重要なポイントは、その設問パターンがしっ
かりと固まっており、事前に設問パターンに徹底して慣れると
いう対策を講じておく事によって、受験時に心の余裕も生ま
れ、結果的に点数がかなり違ってくるという点である。
　本授業は日常のテーマごとにトピックが別けられたテキスト
を中心にTOEICの設問パターンに徹底して慣れる事を主眼に進
められると共に、インターネット上に数多く展開しているサイ
トから当該トピックに近い物を検索し、徹底したリーディング
を行うことによって、TOEICの設問で頻繁に用いられる日常の
トピックに関する英語表現や語彙の更なる定着を図る。
　フレッシュマン・イングリッシュを質量共に発展させた授業
内容にし、更なる英語能力の向上を目指す。
　更に当授業では、文字・音声・動画・解答でCALL (Computer
Assisted Language Learning)を駆使し、効率的かつ効果的な学習
進行を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC Part ĨVIIそれぞれの内容を知り、出題の特徴を把握しパ
ターンに慣れることができる。(知識・理解)

TOEIC Part ĨIVの学習を時間制限のもとで行うことにより、英
語リスニング時の集中力と理解力を身につけることができる。
(技能)

TOEIC Part VとVIの学習を時間制限のもとで行うことにより、
集中力を持って英語文法の知識を身につけることができる。
(知識・理解)

TOEIC PartVIIの学習を時間制限のもとで行うことにより、集中
力を持って英語リーディング力を身につけることができる。
(技能)

TOEIC Part ĨVIIの学習を集中的に行うことにより、英語の語彙
力を高めることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　TOEICは、Part ĨPart VIIまでかなりの問題量があるので、
しっかりと予習・復習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

授業中の課題解答度・授業への参加度を含めた平常点
（40%）、授業で行う復習試験（60%）によって総合的に評価
する。

*このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

THE HIGH ROAD TO THE TOEIC® LISTENING AND
READING TEST（金星堂）¥2052(税込)
ISBN　978-4-7647-4045-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

　本授業では、半期しかない授業期間を効率的に展開する
ために、できるだけ多くの問題を解答する事によって
TOEICに徹底して慣れるということに主眼を置くので、
TOEICに必要な単語や文法を授業中に長い時間を使って学
習するという事は特に行わないが、これらの学習は授業で
はなく学習者個人が個別に学習可能なので日頃から単語の
暗記や文法の学習に努めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業概要の説明
2. Travel
3. Dining Out
4. Media
5. Entertainment
6. Purchasing
7. Clients
8. Recruiting
9. Personnel
10. Advertising
11. Meetings
12. Finance
13. Offices
14. 復習試験１
15. 復習試験２
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園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのListeningとReadingの問題を演習を通じて、英語の運用
能力の向上を目指します。授業では決められた時間内に各課の
問題を解き、スマートフォンや携帯電話を使って解答してもら
います。その場で各問の正答率が分かりますので、正答率の低
い問題を中心に解答・解説を行うとともに、映画の一場面や英
語の曲などを活用して重要な文法事項、単語や表現についても
身につけていきます。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の重要な表現や文法事項について理解している(知識・
理解)

②英語を聞き取り、適切に応答できる(技能)

③要点をつかみながら、英語をある程度の速さで読むことがで
きる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】テキスト各課にあるVocabularyについては授業までに
覚えてくるようにしてください。また、決められた時間内に問
題の全部を解答できない人は、予習に力を入れて、わからない
単語や文法事項を調べて授業に臨んでください。（４０分）
【復習】同じパターンの問題を再び間違わないようになること
が英語力とスコアアップのポイントです。復習では授業で説明
する間違った問題を集めたノートを作り、1か月ほど期間を空
けて同じ問題を解いてみてください。（５０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点：５０％（到達目標の①～③をはかる練習問題の正答数
に基づいて評価）
定期試験：５０％（到達目標の①～③はかる問題の正答数に基
づいて評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The High Road to the TOEIC Listening and Reading Test
[Author(s)]Koji Hayakawa, Naoyuki Bamba, Nobuko Nakamura,
Ken Suzuki
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4045-7
[Comments]1900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業までにテキストを購入しておいてください。初
回の授業で授業の進め方についての説明を行い、
CheckLinkの登録をしますので、テキストとスマートフォ
ンなどを持って、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Introduction
Week 2: Unit 1 Travel（時制）
Week 3: TOEIC Mini Test(実践的な50問の問題を解く）
Week 4: Unit 2 Dining Out（主述の一致）
Week 5: Unit 3 Media（能動態と受動態）
Week 6: Unit 4 Entertainment（動名詞と不定詞）
Week 7: Unit 5 Purchasing（代名詞）
Week 8: Unit 6 Clients（名詞）
Week 9: Unit 7 Recruiting（形容詞）+ Unit 8 Personnel（副
詞）
Week 10: Unit 9 Advertising（比較）
Week 11: Unit 10 Meetings（前置詞）
Week 12: Unit 11 Finance（接続詞
Week 13: Unit 12 Offices（接続詞・前置詞）
Week 14: Unit 13 Daily Life（関係代名詞）+ Unit 14 Sales &
Marketing（語彙１）
Week 15: Unit 15 Events （語彙２）+ Listening Test
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八尋　真由実

◎－－－　概要　－－－◎

①　テキストやその重要表現集を用いて、TOEICの頻出語句や重要表現を増強します。

Listening Section
②　設問間のポーズの間に解答できるように、時間を意識して解く練習をします。

③　リスニング力アップの基礎となる発音や音の変化について学習します。

④　ディクテーション（聞いて書き取る）や、シャドーイング（流れてくる音声の直
後に重ねて繰り返す）といったアクティビティを通して、リスニング力そのものの向
上を図ります。

Reading Section
⑤　Reading Sectionを時間内に解き終えられるよう、Reading Section全体の時間配分を
意識して解く練習をします。

⑥　Part5、Part6で頻出の文法問題をできるだけ短時間で解くために、これまで学習し
た文法知識に基づいて、素早く正答を見抜く練習をします。

⑦　Part7を全問解答するために、出題英文のタイプ別の攻略法を意識した上で、速読
力を磨く練習をします。

⑧　時間の許す範囲で実践練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①　身についているTOEICの頻出語句や重要表現が増える。(知識・理解)

②　リスニング問題を設問間のポーズの間に答えられるよう意識して解くことができ
る。(技能)

③　1音1音の音の違いに加え、音の変化を意識して聞けるようになる。(技能)

④  Listening Sectionのディクテーションやシャドーイングができる部分が増える。(技
能)

⑤　時間配分を意識して解答することで、時間内に解けるReading Sectionの問題数が増
える。(技能)

⑥　Part5、Part6の文法問題では、持っていた文法知識に基づいて、正答が素早く見抜
ける問題が増える。(知識・理解)

⑦　Part7では、出題英文のタイプ別の効率的な解き方が身に付くことで、読むスピー
ドが上がる。(技能)

⑧　TOEICスコアを上げようという意識を持ち、授業に主体的に参加したり、実際に
TOEICを受験するなど、英語学習の取り組みに対する積極性が増す。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で取り組むUnitの問題に答え、分からなかった単語や表現を
　　　調べておく。
　　　テキスト付随のWeb学習教材(Lingua Porta)に取り組む。(45分)
復習：授業で学習した頻出語句や重要表現の意味を覚える。
　　　学習したUnitの音声を利用して、シャドーイングやディクテーションの
　　　練習をする。
　　　テキスト付随のWeb学習教材(Lingua Porta)に取り組む。（45分）
　　　TOEIC Testの模試の問題を入手し、全200問を時間を測って一度に
　　　解いてみる。
　　　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点…・・・10％
　　授業中のアクティビティ（シャドーイング・ディクテーション・実践練習
　　など）への参加積極度や、課題達成状況
　　(到達目標⑧)
・復習小テスト１、２・・・50％（25％×２回)
　（到達目標①②③④⑤⑦）　
・定期試験・・・40％
　（到達目標①⑤⑥）

※以下の点には特に注意すること。
・授業に主体的に参加することが肝要であり、途中退室、私語、居眠り、手遊
　び(スマホ)等、参加していないとみなされる場合には、減点の対象となる。
・定期試験を受験しないと単位取得はできない。
・復習小テストに関しては、再試・追試は実施しない。
・復習小テスト中にカンニングを行った場合、単位取得はできない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]An Amazing Approach to the TOEIC L＆R Test
[Author(s)]Hiromi Hagi, Eleanor Smith　他
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7188-6
[Comments]2019年発行　2200円

◎－－－　参考書　－－－◎

2016年以降ETSより出版された
『公式TOEIC Listening ＆Reading 問題集』各種

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持参すること。辞書としてスマホやタブレット端末
を使うことは認めない。授業中はマナーモードにし、バッ
グから出さないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要について：授業の進め方、評価
　　　などについての説明
　　（２回目以降は下記の通りテキストの内容に
　　沿って、TOEIC Testの演習を行います。）
２　Unit1 Home Appliances
３　Unit2  Recreation
４　Unit3  Restaurants
５　Unit4  Supermarket Shopping
６　Unit5  Housing
７　Unit6  Business
８　復習小テスト１ ／実践練習
９　Unit7  Bank ＆Post office
10　Unit8  Job Hunting
11　Unit9  Health
12　Unit10 Tourism: Travel by Land
13　Unit11 Tourism: Travel by Air
14　Unit12 Tourism: Hotels
15  復習小テスト２ ／実践練習
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渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

実用英語検定試験のうち、特にビジネスの世界で重視される
TOEIC®で500点以上を取得することを目指した学習を行いま
す。実際のTOEIC®試験に即した形式のテキストを用いること
で、実践的に英語力の向上をはかります。授業ではまず最初に
前回の授業で扱った重要単語の小テストをおこない、語彙力を
定着させることを図ります。その上で、テキストに沿う形で問
題に取り組み、解答・解説をおこなっていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC®に関連する英語の語彙力を高めることが出来る。(知
識・理解)

②TOEIC®で問われるような英文をある程度正確に聴き取るこ
とができる。(技能)

③TOEIC®で問われるような英文を読み解くことができる。(技
能)

④TOEIC®の形式に慣れ、本試験を受験する意欲を持って積極
的に学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎時間、指定した箇所について解答し、学ぶ内容を整理
しておく（45分）
復習：小テストに備えて準備すると共に、授業中に間違った問
題を見直しておく（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

毎週の学習状況（授業での積極的な取り組み、指名発表）20％
（到達目標①，②，③，④）
小テスト20％ （到達目標①）
リスニング試験30％ （到達目標②）
定期試験30％（到達目標①，③）

＊本授業ではTOEIC®で高得点をおさめるために､授業内で実際
に複数の問題に取り込むことが中心となります。欠席するとそ
の問題に取り組むことが出来なくなり、必然的に評価を下げる
ことになります。一般的に言って授業回数の3分の1以上（通常
は5回以上）を欠席すると、「積極的な取り組み」が全く見ら
れないと判断されるほか、小テストの点数も低くなるため、単
位の取得が極めて厳しくなる点に注意してください。 また、遅
刻についても回数が多ければ多いほど、マイナス点が大きくな
るので気をつけてください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEICⓇ L&R テスト トレーニング（中級編）
[Author(s)] 今村洋美（他）
[Publisher] 音羽書房鶴見書店
[ISBN] 978-4-7553-0382-1
[Comments] 2018年発行。税込2160円。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中適宜、TOEIC®の勉強に有用な本を担当者が紹介し
ます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎時間、辞書を持参して下さい。
・授業計画はあくまで目安であり、受講者の進度等に応じ
て変更を加えることがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下に挙げるものは、各回で扱うテーマと、特に重点的に
取り上げる文法事項になります。

1：イントロダクション
2: Shopping ［品詞］
3: Food and Drink ［時制］
4: Travel and Transportation ［to不定詞］
5: Entertainment and Media ［動名詞］
6: Environment and Nature ［助動詞］
7: Building and Corporate Property ［受動態］
8: Communication ［使役動詞］
9: Money Matters ［前置詞］
10: Office Management ［接続詞／副詞］
11: Jobs and Labor ［関係詞］
12: Business Arrangements ［分詞構文］
13: Projects and Product Development ［仮定法］
14: リスニングテスト
15: まとめと総復習
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石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]LIGHTING UP THE TOEIC TEST
[Author(s)]植木美千子他
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4025-9
[Comments]テキストに加え自作ハンドアウトを配布する事
がある

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Unit 1: Traveling (wh疑問文)

3. Unit 2: Daily Life & Shopping (呼応の理解)

4. Unit 3: At Restaurant (級)

5. Unit 4: Job Hunting 1 (関係代名詞・分詞)

6. Unit 4: Job Hunting 2 (関係代名詞・分詞)

7. Unit 5: At the Office 1 (オフィス内の会話)

8. Unit 6: At the Office 2 (名詞の可算・不可算)

9. Unit 8: Doing Business Online (仮定法)

10. Unit 9: Housing (前置詞)

11. Unit 10: Making Deals & Contracts (動名詞・不定詞)

12. Unit 11: Public Service (接続詞)

13. Unit 12: Banking & Finance (形容詞・副詞)

14. Unit 13: At Seminars & Workshops (文脈の捉え方)

15. Unit 14: News & Media (時制)

※Unit 7はReview Testのため、授業中には実施しません
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濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

近年、最も社会的なニーズが高いTOEIC（Listening &
Reading）に関するテキストを使いながら、TOEIC力と英語力
の向上をはかります。教科書にある「基本戦略」を基に、基礎
から中上級レベルへと上がっていき、最終的には500点以上の
スコアが取れることを目指していきます。授業では実際にテキ
ストの問題を解き、その後、解答と解説を加えます。解説では
単に正誤を確認するだけでなく、TOEICに特徴的なポイントに
ついても触れ、補足資料（スクリプトや練習問題）を使ってさ
らなるスコアアップにつなげていきます。毎回、授業の冒頭で
前回の復習小テストを行い、学習したことを確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの英語を正確に聞き、500点に達することができる。
(技能)

②TOEICの英語を正確に読み、500点に達することができる。
(技能)

③TOEICの構成や頻出問題を理解し、500点に達することがで
きる。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitのWarm-upの箇所を事前に解い
ておく。（２）Self-Study Quizzes（リスニング）の問題を解い
ておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）学習したUnitのリスニングパートを使ってシャドー
イングやディクテーションを行う。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標④）
・課題提出：15%（到達目標①④）
・復習小テスト：30%（到達目標①②③④）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Keys to the TOEIC Listening and Reading Test
1
[Author(s)]Mark D. Stafford
[Publisher]桐原書店
[ISBN]978-4-342-55262-5
[Comments]テキスト価格 1,800円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 Daily Life
３．Unit 2 Places
４．Unit 3 People
５．Unit 4 Travel
６．Unit 5 Business
７．Unit 6 Office
８．Unit 7 Technology
９．Unit 8 Personnel
１０．Unit 9 Management
１１．Unit 10 Purchasing
１２．Unit 11 Finances
１３．Unit 12 Media
１４．Unit 13 Entertainment
１５．Unit 14 Health



2019-SJ00009611-49インターミディエイト・イングリッシュⅠ「E C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

樋渡　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

文法・リーディング・リスニングのいずれかの練習課題をオン
ライン教材を使って個別に学習します。進捗度合いは、１回の
授業で２ユニットの目安で進めますが、早く終わった場合は、
自宅学習として行う２ユニットも授業時間内に行って構いませ
ん。単に、問題をこなすだけではなく、理解できなかった箇所
や知らない表現等をノートに書き出していくことで、安定した
習熟と効率的な学習ができるように心がけていくことで、英語
の４技能を総合的に身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語で書かれた読み物を理解できる(知識・理解)

②英語の４技能に関する能力を向上させる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業で課された課題を計画的に進めていくようにしてく
ださい。（復習時間30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

指定された課題：40％（到達目標①）
小テスト及び学習ノート：10％（到達目標②）
最終テスト：50％（到達目標①②）
　
定期試験期間中の試験は行いません。よって再試験も実施しま
せん。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 総合英語TOEICテスト対策コース

[Publisher] Reallyenglish
[ISBN] インターネット教材のためISBNはない。
[Comments] 5000円程度。前期、後期ともに同じ教材を用
います。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回個別に行っているオンライン学習でわからないところ
はノートに書いて、学習ポートフォリオ（ノート）を作成
することになりますので、継続的に英語の学習時間を確保
することが大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回のテーマは以下のように構成されています。内容は文
法・リーディング・リスニングの順番で行います。
１　文法課題
２　リーディング課題
３　リスニング課題
４　文法課題
５　リーディング課題
６　リスニング課題
７　文法課題
８　リスニング課題
９　文法課題
１０　リーディング課題
１１　リスニング課題
１２　リスニング課題
１３　リーディング課題
１４　試験
１５　まとめ



2019-SJ00009611-50インターミディエイト・イングリッシュⅠ「E C&O-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　インターネット上に置かれた教材を使って、英文法、英語読
解、英語聴解のうちいずれかの課題について、大学や自宅のパ
ソコンで、毎週4レッスンずつ学習します。英文法の課題では
英語を話したり、書いたりするうえで必要最低限の実践的な知
識を、英語読解の課題ではビジネスや日常生活などにおいて必
要とされる英文読解力を、英語聴解の課題では英語を正確に聞
き取る聴解力をそれぞれ養成していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の基礎的な聴解ができる。(技能)

英語の基礎的な読解ができる。(技能)

英語の文法の基礎力を養成する。(技能)

授業内外で自主的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習：初回の授業時に配布する進行予定表に従い、課題とし
て割り当てられた2レッスンの予習を行う。（60分）
　復習：授業中に学習した内容について、復習を行う。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価
します。
　
　復習テスト：50％（基準：英語の聴解、読解、文法の基礎
力）

　平常点（コンピュータの学習履歴、授業中の学習内
容）：50％（基準：(1) 主体的に英語学習をしていく姿勢　(2)
英語の聴解・読解・文法の基礎力）

※このクラスは定期試験期間中に筆記試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Practical English 7
[Author(s)]
[Publisher] Reallyenglish
[ISBN] インターネット教材のためISBNはありません。
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係なサイトの閲
覧を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
2 Grammar 1
3 Reading 1
4 Listening 1
5 Grammar 2
6 Reading 2
7 Listening 2
8 Grammar 3
9 Reading 3
10 Listening 3
11 Grammar 4
12 Reading 4
13 Listening 4
14 復習テスト
15 まとめ（と必要であれば追試）



2019-SJ00009612-34インターミディエイト・イングリッシュⅡ「E R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

永野　美子

◎－－－　概要　－－－◎

このコースで学生は、英語の4つの技能のうちのリーディング
とライティングの力を養成する。
近年、インターネットを通して世界中の情報に容易にアクセス
することができるようになった。それに伴って、そのサイトに
掲載されている英語の文章を正確に読解し、必要に応じて自分
自身でその情報に対して英語で反応することが要求されるよう
にもなった。
このコースを通じて学生は、さまざまなジャンルの、最近世界
中で話題となっているトピックの文章を読み、そのなかに登場
する語彙・表現を学習したり、パラグラフの構造を観察したり
して、その内容を正確に読解する練習を重ねてゆく。その後、
その文章の要約文を完成させたり、習ったばかりの表現を用い
て和文英訳の応用問題を解き、それらの表現を覚える。最後
に、読んだ文章の内容についての自分自身の見解や感想を英語
で書き表す練習をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①さまざまなジャンルの英語の文章を、パラグラフの構造を把
握したうえで、正確に読解することができる。(技能)

②読解した文章の要約文や、それに関連した和文英訳を、学習
した語彙・表現を活用して、書くことができる。(技能)

③読解した文章の内容についての自分自身の見解や感想を英語
の文章で書き表す習慣をつける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業で取り上げられるテキストの章全体を概観し、学習
する内容を確認した後、文章を読んでみる。知らない単語は辞
典で調べながらひととおり読んで、分からない箇所を見つけて
おく。（45分）
復習：授業で習った初めての語彙や表現は、自分で作る単語
カードなどに書き写し、それを携帯して覚えるようにする。一
つの章の学習が終了したら、その文章についての自分の意見や
感想を英語のパラグラフで書き表す。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点：50％（到達目標①②③）
定期試験結果：50％（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Active Training for Reading and Writing through 15
Topics
[Author(s)]M.Schauerte, T.Dillon, and K.Nishiya
[Publisher]鶴見書店
[ISBN]978-4-7553-0377-7
[Comments]2016年発行　1800円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・必ず自分のテキストと英語辞典を持って授業に出席する
こと。（スマートフォンのなかの辞書機能を使用すること
は認めない。）
・授業中は、自主発表などの積極的な受講態度が高く評価
されます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．コースの概要説明、テキストUnit 1 Health:Dry Eye
Syndrome
２．Unit 2 Culture:French Are Fond of Films
３．Unit 3 History:The ABCs of the Alphabet
４．Unit 4 Biography:Brazil's Soccer Legend Pele
５．Unit 5 Literature:Friends and Rivals
６．Unit 6 Tourism:Chinese Overseas
７．Unit 7 Social Problems:Loving Your Smartphone - too
much!
８．Unit 8 Sociology:Dealing with the Graying Population
９．Unit 9 Animals:Golden Poison Frog
10．プレイスメントテスト
11．Unit 11 Food:Chia Seeds - the Super Food
12．Unit 12 Science/Technology:Drones
13．Unit 13 Language:How Words Can Change
14．Unit 14 Psychology:It's Not Easy Being 15 or 50
15．Unit 15 Sports:Curling Stones
　但し、受講生の活動状況や希望に応じて、進め
　る順番や進み具合が変更される場合もある。



2019-SJ00009612-35インターミディエイト・イングリッシュⅡ「E R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will develop their reading, visual literacy and writing skills.
There will be homework each week. Homework will include review
of lesson content, vocabulary practice, reading and writing. There will
be a 中間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to read a short passage and understand simple
visuals.(技能)

2. Students will be able to write their opinions on a variety of
topics.(技能)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand a
variety of real life situations.(知識・理解)

4. Students will actively engage in English learning to improve their
study  skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading graded readers (30 min), writing book reports (15 min) and
studying vocabulary on Quizlet (25 min). Students should review the
content of the textbook and vocabulary which has been taught in class
(50 min). In addition, students should prepare for the 中間 test in
week 8 and final test in week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2, 3 & 4)
20% Homework and book reports (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% 中間 Test (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% Final Test (到達目標1, 2, 3 & 4)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, homework, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking
Foundations A  (Second Edition)　
[Author(s)] Laurie Blass & Mari Vargo
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-0-35-736603-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should bring their graded reader to class every week
and submit four book reports (details will be given in class).
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class. Please write your name, student number and class
on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: introduction and course outline. HW
(Homework): student profile and vocabulary.
2. Unit 1 Our World Reading 1. HW: reading and vocabulary.
3. Unit 1 Our World Reading 2. HW: reading and vocabulary.
4. Unit 1 Our World Writing. HW: review Unit 1, book report
and vocabulary.
5. Unit 2 Career Paths Reading 1. HW: reading and vocabulary.
6. Unit 2 Career Paths Reading 2. HW: reading and vocabulary.
7. Unit 2 Career Paths Writing. HW: review Unit 2, book report
and vocabulary.
8. 中間 Test: Units 1 & 2 (25%)
9. Unit 3 Adventure Reading 1. HW: reading and vocabulary.
10. Placement Test
11. Unit 3 Adventure Writing. HW: review Unit 3, book report
and vocabulary.
12. Unit 4 The Visual Age Reading 1. HW: reading and
vocabulary.
13. Unit 4 The Visual Age Reading 2. HW: reading and
vocabulary.
14. Unit 4 The Visual Age Writing. HW: review Unit 4, book
report and vocabulary.
15. Final Test: Units 3 & 4 (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.eltngl.com/sites/pathways/student-resources/
reading-and-writing/foundations/student-book-audio-
foundations)



2019-SJ00009612-36インターミディエイト・イングリッシュⅡ「E R&W-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will write short paragraphs in a variety of
styles. Students will learn how to organize their writing and share
their ideas and writing with other students in the class in each unit.
The unit will end with a paragraph writing exercise. Students will
complete the paragraph for homework and hand it in the next class.
Paragraphs should be handed in week 3, 5, 7, 9, 12, 14 and 15.
Students will also read short stories in this course. Students will read
for a short time in class and finish their reading outside of class.
Students will write reports about these stories. Reports will be handed
in week 4, 8 and 13.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will learn ways to organize their writing.(知識・理解)

2.　Students will be able to write about simple topics.(技能)

3.　Students will become more confident in writing.(態度・志向性)

4.　Students will be able to understand short stories.(知識・理解)

5.　Students will participate actively in all class　activities.(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to review the textbook each week (30 mins) and
write paragraphs (90 mins). Students will also read short stories
outside of class (90 mins).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in writing and speaking activities in class: 30% （到達
目標 1, 2, 3, 4, 5）
Paragraph writing: 50% （到達目標 1, 2, 3）
Reports: 20% （到達目標 1, 3, 4）

Students will lose homework points for late homework.
Students will lose participation points for being late, absent, sleeping
or using their cell phone.
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Writing from Within 1 Second Edition
[Author(s)]　Curtis Kelly & Arlen Garagliano
[Publisher]　Cambridge
[ISBN]　978-0-521-18827-2
[Comments]　￥2,680

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Who am I?
2.Unit 1 Who am I　Homework:Paragraph
3.Unit 2 A Place   Homework:Report
4.Unit 2 A Place  Homework:Paragraph
5.Unit 4 Photos
6.Unit 4 Photos  Homework:Paragraph
7.Unit 7 Thank-you  Homework:Report
8.Unit 7 Thank-you　Homework:Paragraph
9.Unit 8 Movies
10.Placement Test
11.Unit 8 Movies 　Homework:Paragraph
12.Unit 9 Friends　Homework:Report
13.Unit 9 Friends　Homework:Paragraph
14.Unit 10 Heros　Homework:Paragraph
15.Unit 10 Heros



2019-SJ00009612-37インターミディエイト・イングリッシュⅡ「E R&W-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a reading and writing course.
Students will study English reading and writing and take part in group
activities using English.

Course aims: complete understanding of the textbook passages as
English; asking questions in English about everything you do not
understand in the textbook passages; understanding the development
of the story presented in the textbook.

Course content: learning a language as learning a new culture; culture
shock;  Kitakyushu stories of hope; stereotypes, prejudice and
discrimination; metaphor versus simile; Comme des Garcon; farm life
can do strange things to sensitive young boys; Made-in-Japan English;
hippies and whaling; No Exit by Jean Paul Satre; reflexive writing;
the soft power of Japan; dude, buddy, mate, Old Chap; Coin Locker
Babies by Murakami Ryu; 「月月火水木金金」, Bob Geldof, Live
Aid.

Students must complete the grammar sections of the textbook as
homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to read and comprehend natural English.  (技能)

Students will increase their understanding of world issues by
improving their vocabulary. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

A short test will be given each week. Students must review the lesson
content after each class for 5 minutes each day and must spend two
hours outside of class on course content review.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Group activities (be on time, bring the textbook, bring your student
ID, don't sleep or play with your keitai!) 80%
Homework (10 x 2%) 20%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
You should treat each class with the same importance as an exam.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course.

Group activities are 80% of your final grade and punctuality and
preparation is important: students who arrive late, or without their
student ID, will be treated as absent. Missing the beginning of each
class means not understanding what has happened in the previous
week and not understanding the goals for that particular class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] ジャパニーズ　ステレオタイプ
Outsiders Looking In
[Author(s)] 久保善宏、毛利史生、古川武史
[Publisher] Kaibunsha
[ISBN] 978-4-87571-745-4
[Comments] 1,944円（税込）
金修堂書店　福大前書店　tel 092 861 5706
honten@kinshudo.co.jp

◎－－－　参考書　－－－◎

http://www.kaibunsha.co.jp/books/view/396

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small group activities, and ask questions
when anything is unclear.
You must have a NEW copy of the textbook.
You must bring your NEW copy of the textbook to EVERY
class.
If you do not have the textbook, you will be marked as absent.
You must bring the textbook to the FIRST class.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview
2 Unit 1 Stereotypes
3 Unit 1 Stereotypes and humor
4 Unit 2 Learning another culture
5 Unit 2 Learning a new culture though the media
6 Group presentations: prejudice across the world
7 DVD: documentary film
8 Unit 3 Gender and stereotypes
9 Unit 3 Gender and stereotypes
10 Placement test
11 Unit 4 Japanese traditions
12 DVD: documentary film
13 Unit 5 Made in Japan English
14 Unit 5 Made in Japan English
15 Course review
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黒瀬　悠佳子

◎－－－　概要　－－－◎

この講義は視覚や聴覚で十分に英語を吸収しつつ、英語への興
味と実力
を伸ばす契機を提供する。脚本を媒体として、読解による理解
と聴解
および映像の視聴による、理解内容の確認を交互に行ってい
く。これに
より、英語表現の浸透を図る形式となっている。本講義を通じ
て
英語力の総合的な伸長の場としてもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの例文を正しく理解できる(知識・理解)

テキストの語彙・文法事項を身に付ける(知識・理解)

理解した語彙や文法を例題で運用できる(技能)

習得した内容を場面に応じて活用できる(技能)

知識を総合的・発展的に応用できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習：（15-20分程度）
その日の講義で出てきた新出の単語・表現を見直し、発音・
用法と合わせて暗記する。また、設問等で間違えた箇所、和訳
の
難しかった場所などあれば、講義メモを参考によく復習してお
こう。

予習：（20-30分程度）
次回の内容に目を通し、分かりにくかった箇所には印を
付して授業ではそれらの点に特に留意して学習するようにしよ
う。
学習内容を一つ一つ確実に自分のものにすることが、実力を
しっかり伸ばすための基本である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業への参加、貢献度および定期試験での結果を総合的に判断
して算出する。課題等の提出を求める場合もある。

平常点（授業参加・貢献度、ミニテストの評価、課題提出等）
40％
定期試験　（記述式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
60％

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with Glee 1: New Directions
[Author(s)]Simon Capper
[Publisher]松柏社
[ISBN]9784881987346
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な授業参加が求められる。遅刻･欠席等には留意す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第 1回　Unit 1　New Directions
第 2回　Unit 2　What's the other option?
第 3回　Unit 3　You're leaving us?
第 4回　Unit 4　Don't stop believing
第 5回　Review for Units 1-4
第 6回　Unit 5  He's not coming
第 7回　Unit 6  I want in
第 8回　Unit 7　Where is everybody?
第 9回　Unit 8  You inspire people
第10回　Placement Test
第11回　Unit 9  He doesn't belong here
第12回　Unit10  So be it
第13回　Unit11  It's a win-win for both of us
第14回　Unit12　Thanks for telling me
第15回　Review for Units 5-12
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ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in reading and writing.
Students have to participate in class and group activities. If students
do not participate, it will not only be unfair on others, but it will be
very difficult for you to pass the course.
During the semester, there will be a number of quizzes to review the
material covered in class. The scores from the quizzes will be a
component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is important.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have studied in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will study about English writing layout. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

2. Students will improve English sentence construction. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

3. Students learn how to express themselves in various topics. (skills)
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
In Class Final Exam: 30%
Class Quizzes: 25%
Homework: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period (teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write (Second Edition)
[Author(s)]David Moore and David Barker
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-47-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment.
2. Basic English Writing Methods
3. Basic English Writing Methods, Part 2
4. Basic English Writing Methods, Part 3
5. Quiz: Writing Methods/Topic 1: Intoductions
6. Topic 2: Family
7. Topic 3: School Life
8. Topic 4: Friends
9. Written Test 1
10. Placement Test
11. Topic 6: Memories
12. Topic 7: Travel
13. Written Test 2
14. Topic 8: Future
15. In Class Exam
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石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本授業はCALL教室機能を使用した、TOEIC Listening and
Reading を受験する大学１年次生レベル以上の学力を備えた学
習者のためのスコアアップ対策講座である。TOEIC L＆R は今
や就職活動におけるエントリーシートにそのスコアを記入する
欄が設けてあるため、そこが空欄の場合、就職活動の最初の段
階でつまずくことにもなりかねない。つまり、TOEICのスコア
をできるだけ上げておくことは、大学生にとって就職前の基本
的心得の一つとなっているのである。TOEICスコアは練習に比
例してアップする。特にリスニング問題は苦手とする学習者が
多いので、しっかりとリスニング訓練をしておくことは、スコ
アアップに直結する部分がある。
使用するテキストのは、各ユニットがTOEIC L&R の全7パート
を網羅している。そして、毎回1 unit を学習する。実践感覚を
養うため、時間設定をしながら問題を解いていく。問題を解い
た後は解答と解説を行うが、解答は指名された受講者がワイヤ
レスマイクを通してReadingと併せて行い、解説は授業担当者
が行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質(語彙・文法・用法)およびその文化的背景(社
会・文化)に関する知識を身に着けることができる。(知識・理
解)

英語の4技能のうち特に聞く・読む能力を身につけることがで
きる。(技能)

TOEIC Listening and Reading でより高いスコアを取得する技術
を身につけることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：30分
復習：60分
授業中に時間設定を行い、問題を解く練習をするため、事前に
全ての問題を解く必要はないが、予習のため、Warm-Up、
Useful Expression、Grammar の部分はしっかり読んで理解して
おくこと。
毎回配付される前の週に学習したリスニング問題の印刷原稿を
使用して聞き取れなかったリスニング問題の復習をしておくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Listening と Reading で構成された復習テストで100%評価する。
復習テストを欠席した場合、申し出内容吟味の上、有資格者に
補填受験の機会を与える。定期試験期間中の試験は実施しな
い。したがって再試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING: Level 2
[Author(s)]Yasuyuki Kitao 他
[Publisher]　Asahi Press
[ISBN] 9784255155951
[Comments]　1700円(税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻をしないこと。辞書を携帯すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1. Introduction
  2. Unit　1 Eating Out
  3. Unit　2 Travel
  4. Unit　3 Amusement
  5. Unit　4 Meetings
  6. Unit　5 Personnel
  7. Unit　6 Shopping
  8. Unit　7 Advertisement
  9. Unit　8 Daily Life
 10. プレイスメントテスト(VELC Test)
 11. Unit 10 Office work
 12. Unit 10 Business
 13. Unit 11 Traffic
 14. 復習テスト 1
 15. 復習テスト 2
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井上　由美

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC は英語のコミュニケーション能力を計る試験で、近年、
大学・大学院入学や就職時、さらに就職後の研修等で幅広く採
用されています。このクラスでは実際のTOEICに基づいた演習
問題を解きながら、TOEICの問題形式になれ、リスニング、
リーディング共に、各自が目標とする点数を取れることを目指
します。同時に旅行や就職後など、実社会で使える英語を学ん
でいきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの意義、出題内容を理解し、自分の目標とする点数を
定め、受験計画をたてる。(態度・志向性)

②TOEICに必要な語彙力を養成する。教科書の語彙を習得す
る。(知識・理解)

③TOEICに必要なリスニング力を養う。教科書のリスニング問
題が聞き取れる。(技能)

④TOEICに必要な文法を身につける。教科書の文法問題が理解
できる。(知識・理解)

⑤TOEICに必要なリーディング力を養う。教科書のリーディン
グ問題が速読できる。(技能)

⑥TOEICへの勉強を通し、実践的英語を身につけ、自主的に英
語学習への取り組みができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回Unitの Step 1, Step 2 を予習すること。その他の問題
は授業中に時間を計りながら解いていきます。(45分)

復習：前回の授業で行った内容を復習し、次回授業内の確認小
テストに向け準備する。Listening Sectionを音声を使い、繰り返
し音読、リピーティングすること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業での積極的発言と参加態度 :20% (到達目標①⑥)
確認小テスト:20% (到達目標②③④⑤)
リスニング試験:30% (到達目標③)
定期試験:30%(到達目標②④⑤)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster For The TOEIC L&R Test
Pre-Intermediate
[Author(s)] Yumiko Mizoguchi and Machiko Yanagita
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments] 2019年発行　2000円 (税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分の目標点を設定し、積極的にTOEICを受けます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

この計画は学生の理解度、希望等により変更されることが
あります。
1. Introduction (授業内容、評価法等の説明）
2. Unit 1: Travel (旅行に関する語・表現、名詞）
3. Unit 2: Dining Out (食事に関する語、形容詞）
4. Unit 3: Media (メディアに関する語、副詞)
5. Unit 4: Entertainment (娯楽に関する語、時制)
6. Unit 5: Purchasing (買い物に関する語、３単元のs)
7. Review
8. Unit 6: Clients (顧客に関する語、能動態、受動態)
9. Unit 7: Recruiting (求人・採用に関する語,動名詞)
10. プレイスメントテスト
11. Unit 8: Personnel (人事に関する語、代名詞)
12. Unit 9: Advertising (広告・宣伝に関する語、比較)
13. Listening Test
Unit 10: Meetings (会議に関する語、前置詞)
14. Unit 11: Finance (予算・費用に関する語、接続詞)
15. 総復習
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渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

実用英語検定試験のうち、特にビジネスの世界で重視される
TOEIC®で500点以上を取得することを目指した学習を行いま
す。実際のTOEIC®試験に即した形式のテキストを用いること
で、実践的に英語力の向上をはかります。授業ではまず最初に
前回の授業で扱った重要単語の小テストをおこない、語彙力を
定着させることを図ります。その上で、テキストに沿う形で問
題に取り組み、解答・解説をおこなっていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC®に関連する英語の語彙力を高めることが出来る。(知
識・理解)

②TOEIC®で問われるような英文をある程度正確に聴き取るこ
とができる。(技能)

③TOEIC®で問われるような英文を読み解くことができる。(技
能)

④TOEIC®の形式に慣れ、本試験を受験する意欲を持って積極
的に学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎時間、指定した箇所について解答し、学ぶ内容を整理
しておく（45分）
復習：小テストに備えて準備すると共に、授業中に間違った問
題を見直しておく（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

毎週の学習状況（授業での積極的な取り組み、指名発表）20％
（到達目標①，②，③，④）
小テスト20％ （到達目標①）
リスニング試験30％ （到達目標②）
定期試験30％（到達目標①，③）

＊本授業ではTOEIC®で高得点をおさめるために､授業内で実際
に複数の問題に取り込むことが中心となります。欠席するとそ
の問題に取り組むことが出来なくなり、必然的に評価を下げる
ことになります。一般的に言って授業回数の3分の1以上（通常
は5回以上）を欠席すると、「積極的な取り組み」が全く見ら
れないと判断されるほか、小テストの点数も低くなるため、単
位の取得が極めて厳しくなる点に注意してください。 また、遅
刻についても回数が多ければ多いほど、マイナス点が大きくな
るので気をつけてください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEICⓇ L&R テスト トレーニング（中級編）
[Author(s)] 今村洋美（他）
[Publisher] 音羽書房鶴見書店
[ISBN] 978-4-7553-0382-1
[Comments] 2018年発行。税込2160円。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中適宜、TOEIC®の勉強に有用な本を担当者が紹介し
ます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎時間、辞書を持参して下さい。
・授業計画はあくまで目安であり、受講者の進度等に応じ
て変更を加えることがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下に挙げるものは、各回で扱うテーマと、特に重点的に
取り上げる文法事項になります。

1：イントロダクション
2: Shopping ［品詞］
3: Food and Drink ［時制］
4: Travel and Transportation ［to不定詞］
5: Entertainment and Media ［動名詞］
6: Environment and Nature ［助動詞］
7: Building and Corporate Property ［受動態］
8: Communication ［使役動詞］
9: Money Matters ［前置詞］
10: プレイスメント・テスト
11: Jobs and Labor ［関係詞］
12: Business Arrangements ［分詞構文］
13: Projects and Product Development ［仮定法］
14: リスニングテスト
15: まとめと総復習
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岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、TOEIC L&Rの実践的な問題集（ESSENTIAL
APPROACH FOR THE TOEIC® L&R TEST ‒Revised Edition‒）
を用い、標準的なスコア（600点～）の獲得を図るものです。
　リスニングおよびリーディングの技術を向上させるために、
教科書の試験形式の問題に取り組み、ビジネスや日常生活にお
ける様々な場面における描写、応答、説明に関する会話や英文
に触れていきます。様々な種類の英語に触れることで、英語で
聞く力・読む力を養成します。
　eラーニングの付属教材もあるので、そちらも積極的に活用
してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの解法を理解することができる。(知識・理解)

②ビジネスや日常生活などそれぞれの場面で、英語を適切に使
用することができる。(技能)

③目標とするスコア（600点～）に到達することができる。(技
能)

④自律的な英語学習者になれるように、自主的に英語学習に取
り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：必ず各Unitの予習をし、授業中の確認問題の準備をし
てくること（45分）。
・復習：リスニングは聞き取れるようになるまで、リーディン
グは文法とパッセージの意味が理解できるようになるまで、前
回授業の復習を行ってください（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点50%（到達目標④）
定期試験50%（到達目標①②③）

遅刻をくりかえしたり、欠席が1/3を越えると平常点の評価が
困難になりますので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] ESSENTIAL APPROACH FOR THE TOEIC® L&R
TEST ‒Revised Edition‒
[Author(s)] Naoko Osuka et al.
[Publisher] Seibido
[ISBN]978-4-7919-7189-3
[Comments]￥2000＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業時にはテキストを購入し、持参しておくこと。
授業には必ず辞書（電子辞書可）を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 1. Arts and Amusement
3. Unit 2. Lunch & Parties
4. Unit 3. Medicine & Health
5. Unit 4. Traffic & Travel
6. Unit 5. Ordering & Shipping
7. Unit 6. Factories & Production
8. ふりかえり
9. Unit 7  Research & Development
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 8 Computers & Technology
12. Unit 9 Employment & Promotions
13. Unit 10 Advertisements & Personnel
14. Unit 11 Telephone & Messages
15. Unit 12 Banking & Finance+まとめ
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石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Effective Approaches to the TOEIC Test
[Author(s)]Kiyomi Tanaka / Yuri Wada / Satoru Sakaki / Asako
Kaneko
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17622-0
[Comments]テキストに加え自作プリントを配布する事があ
る

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction授業概要、評価方法についてのガイダンス

2. Unit 1　PART 1,5 物の位置と状態を聞きとる/語幹を共有
する名詞,動詞,形容詞,副詞

3. Unit 2　PART 2,6,7 基本的な疑問文に応える/気をつける
べき英語の語順/広告文

4. Unit 3　PART 3,5 電話での対応/数にからんだ語の用法①

5. Unit 4　PART 4,6,7 スピーチ,数にからんだ語の用法②,図
表の読み方

6. Unit 5　PART 1,5 人物の動作と様子,ねらわれやすい過去
形と完了形の表現

7. Unit 6　PART2,6,7 いろいろなWh-疑問文,ねらわれやす
い過去形と完了形の表現,図表と文書

8. Unit 7　PART3,5 カジュアルな日常表現,比較がらみの表
現①

9. Unit 8　PART4,6,7 録音メッセージ・広告,比較がらみの
表現②,雑誌・新聞の記事

10. プレイスメントテスト

11. Unit9　PART1,5 建物・乗り物と周りの関係,文と文の結
びつきの表現①

12. Unit 10　PART 2,6,7 いろいろな形の問いかけに対応す
る,文と文の結びつきの表現②,人材募集と応募の手紙

13. Unit 11　PART3,5 同僚との多様なやりとり,V-ingとV-ed
の使い分け①

14. Unit 12　PART4,6,7 案内放送,V-ingとV-edの使い分け②
 
15. Unit 13　PART1,5 複数の人物の様子,まぎらわしい動詞
の語形,意味,語法
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濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

近年、最も社会的なニーズが高いTOEIC（Listening &
Reading）に関するテキストを使いながら、TOEIC力と英語力
の向上をはかります。教科書にある「基本戦略」を基に、基礎
から中上級レベルへと上がっていき、最終的には600点前後の
スコアが取れることを目指していきます。授業では実際にテキ
ストの問題を解き、その後、解答と解説を加えます。解説では
単に正誤を確認するだけでなく、TOEICに特徴的なポイントに
ついても触れ、補足資料（スクリプトや練習問題）を使ってさ
らなるスコアアップにつなげていきます。毎回、授業の冒頭で
前回の復習小テストを行い、学習したことを確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの英語を正確に聞き、600点に達することができる。
(技能)

②TOEICの英語を正確に読み、600点に達することができる。
(技能)

③TOEICの構成や頻出問題を理解し、600点に達することがで
きる。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitのWarm-upの箇所を事前に解い
ておく。（２）Self-Study Quizzes（リスニング）の問題を解い
ておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）学習したUnitのリスニングパートを使ってシャドー
イングやディクテーションを行う。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標④）
・課題提出：15%（到達目標①④）
・復習小テスト：30%（到達目標①②③④）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Keys to the TOEIC Listening and Reading Test
2
[Author(s)]Mark D. Stafford
[Publisher]桐原書店
[ISBN]978-4-342-55263-2
[Comments]テキスト価格 1,800円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 Daily Life
３．Unit 2 Places
４．Unit 3 People
５．Unit 4 Travel
６．Unit 5 Business
７．Unit 6 Office
８．Unit 7 Technology
９．Unit 8 Personnel
１０．プレイスメント・テスト
１１．Unit 9 Management
１２．Unit 10 Purchasing
１３．Unit 11 Finances
１４．Unit 12 Media
１５．Unit 13 Entertainment
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奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICは世界規模で行われている「英語でのコミュニケー
ション能力」を見るテストである。ビジネスと日常会話に関す
る問題が出題され、特に近年日本の企業では採用時の試験とし
ても昇進時等における社内評価・査定の試験としても必須のも
のとなってきた。
　TOEICテストの重要なポイントは、その設問パターンがしっ
かりと固まっており、事前に設問パターンに徹底して慣れると
いう対策を講じておく事によって、受験時に心の余裕も生ま
れ、結果的に点数がかなり違ってくるという点である。
　本授業は日常のテーマごとにトピックが別けられたテキスト
を中心にTOEICの設問パターンに徹底して慣れる事を主眼に進
められると共に、インターネット上に数多く展開しているサイ
トから当該トピックに近い物を検索し、徹底したリーディング
を行うことによって、TOEICの設問で頻繁に用いられる日常の
トピックに関する英語表現や語彙の更なる定着を図る。
　フレッシュマン・イングリッシュを質量共に発展させた授業
内容にし、更なる英語能力の向上を目指す。
　更に当授業では、文字・音声・動画・解答でCALL (Computer
Assisted Language Learning)を駆使し、効率的かつ効果的な学習
進行を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC Part ĨVIIそれぞれの内容を知り、出題の特徴を把握しパ
ターンに慣れることができる。(知識・理解)

TOEIC Part ĨIVの学習を時間制限のもとで行うことにより、英
語リスニング時の集中力と理解力を身につけることができる。
(技能)

TOEIC Part VとVIの学習を時間制限のもとで行うことにより、
集中力を持って英語文法の知識を身につけることができる。
(知識・理解)

TOEIC PartVIIの学習を時間制限のもとで行うことにより、集中
力を持って英語リーディング力を身につけることができる。
(技能)

TOEIC Part ĨVIIの学習を集中的に行うことにより、英語の語彙
力を高めることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　TOEICは、Part ĨPart VIIまでかなりの問題量があるので、
しっかりと予習・復習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

授業中の課題解答度・授業への参加度を含めた平常点
（40%）、授業で行う復習試験（60%）によって総合的に評価
する。

*このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Beyond the Basics of the TOEIC® Test（金星堂）¥2052(税込)
ISBN　978-4-7647-4045-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

　本授業では、半期しかない授業期間を効率的に展開する
ために、できるだけ多くの問題を解答する事によって
TOEICに徹底して慣れるということに主眼を置くので、
TOEICに必要な単語や文法を授業中に長い時間を使って学
習するという事は特に行わないが、これらの学習は授業で
はなく学習者個人が個別に学習可能なので日頃から単語の
暗記や文法の学習に努めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業概要の説明
2. Living Arrangements
3. Party
4. Airport
5. Hotel
6. Traffic
7. Tour / Event
8. Shopping
9. Service
10. プレイスメント・テスト
11. Office Work
12. Business
13. Personnel
14. 復習試験１
15. 復習試験２
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園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのListeningとReadingの問題を演習を通じて、英語の運用
能力の向上を目指します。授業では決められた時間内に各課の
問題を解き、スマートフォンや携帯電話を使って解答してもら
います。その場で各問の正答率が分かりますので、正答率の低
い問題を中心に解答・解説を行うとともに、映画の一場面や英
語の曲などを活用して重要な文法事項、単語や表現についても
身につけていきます。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の重要な表現や文法事項について理解している(知識・
理解)

②英語を聞き取り、適切に応答できる(技能)

③要点をつかみながら、英語をある程度の速さで読むことがで
きる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】テキスト各課にあるVocabularyについては授業までに
覚えてくるようにしてください。また、決められた時間内に問
題の全部を解答できない人は、予習に力を入れて、わからない
単語や文法事項を調べて授業に臨んでください。（４０分）
【復習】同じパターンの問題を再び間違わないようになること
が英語力とスコアアップのポイントです。復習では授業で説明
する間違った問題を集めたノートを作り、1か月ほど期間を空
けて同じ問題を解いてみてください。（５０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点：５０％（到達目標の①～③をはかる練習問題の正答数
に基づいて評価）
定期試験：５０％（到達目標の①～③はかる問題の正答数に基
づいて評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The High Road to the TOEIC Listening and Reading Test
[Author(s)]Koji Hayakawa, Naoyuki Bamba, Nobuko Nakamura,
Ken Suzuki
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4045-7
[Comments]1900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業までにテキストを購入しておいてください。初
回の授業で授業の進め方についての説明を行い、
CheckLinkの登録をしますので、テキストとスマートフォ
ンなどを持って、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Introduction
Week 2: Unit 1 Travel（時制）
Week 3: TOEIC Mini Test(実践的な50問の問題を解く）
Week 4: Unit 2 Dining Out（主述の一致）
Week 5: Unit 3 Media（能動態と受動態）
Week 6: Unit 4 Entertainment（動名詞と不定詞）
Week 7: Unit 5 Purchasing（代名詞）
Week 8: Unit 6 Clients（名詞）
Week 9: Unit 7 Recruiting（形容詞）+ Unit 8 Personnel（副
詞）
Week 10: プレイスメントテスト
Week 11: Unit 9 Advertising（比較）+ Unit 10 Meetings（前
置詞）
Week 12: Unit 11 Finance（接続詞
Week 13: Unit 12 Offices（接続詞・前置詞）
Week 14: Unit 13 Daily Life（関係代名詞）+ Unit 14 Sales &
Marketing（語彙１）
Week 15: Unit 15 Events （語彙２）+ Listening Test



2019-SJ00009612-48インターミディエイト・イングリッシュⅡ「E ESP-9」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

八尋　真由実

◎－－－　概要　－－－◎

①　TOEICの頻出語句や重要表現を増強します。

Listening Section
②　設問間のポーズの間に解答できるように、時間を意識して解く練習をします。

③　リスニング力アップの基礎となる発音や音の変化について学習します。

④　ディクテーション（聞いて書き取る）や、シャドーイング（流れてくる音声の
直後に重ねて繰り返す）といったアクティビティを通して、リスニング力そのもの
の向上を図ります。

Reading Section
⑤　Reading Sectionを時間内に解き終えられるよう、Reading Section全体の時間配分
を意識して解く練習をします。

⑥　Part5、Part6で頻出の文法問題をできるだけ短時間で解くために、これまで学習
した文法知識に基づいて、素早く正答を見抜く練習をします。

⑦　Part7を全問解答するために、出題英文のタイプ別の攻略法を意識した上で、速
読力を磨く練習をします。

⑧　時間の許す範囲で実践練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①　身についているTOEICの頻出語句や重要表現が増える。(知識・理解)

②　リスニング問題を設問間のポーズの間に答えられるよう意識して解くことがで
きる。(技能)

③　1音1音の音の違いに加え、音の変化を意識して聞けるようになる。(技能)

④  Listening Sectionのディクテーションやシャドーイングができる部分が増える。
(技能)

⑤　時間配分を意識して解答することで、時間内に解けるReading Sectionの問題数が
増える。(技能)

⑥　Part5、Part6の文法問題では、持っていた文法知識に基づいて、正答が素早く見
抜ける問題が増える。(知識・理解)

⑦　Part7では、出題英文のタイプ別の効率的な解き方が身に付くことで、読むス
ピードが上がる。(技能)

⑧　TOEICスコアを上げようという意識を持ち、授業に主体的に参加したり、実際
にTOEICを受験するなど、英語学習の取り組みに対する積極性が増す。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で取り組むUnitの問題に答え、分からなかった単語や表現を
　　　調べておく。(45分)
復習：授業で学習した頻出語句や重要表現の意味を覚える。
　　　学習したUnitの音声を利用して、シャドーイングやディクテーションの
　　　練習をする。(45分）
　　　TOEIC Testの模試の問題を入手し、全200問を時間を測って一度に
　　　解いてみる。
　　　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点…・・・10％
　　授業中のアクティビティ（シャドーイング・ディクテーション・実践練習
　　など）への参加積極度や、課題達成状況
　　(到達目標⑧)
・復習小テスト１、２・・・50％（25％×２回)
　（到達目標①②③④⑤⑦）　
・定期試験・・・40％
　（到達目標①⑤⑥）

※以下の点には特に注意すること。
・授業に主体的に参加することが肝要であり、途中退室、私語、居眠り、手遊
　び(スマホ)等、参加していないとみなされる場合には、減点の対象となる。
・定期試験を受験しないと単位取得はできない。
・復習小テストに関しては、再試・追試は実施しない。
・復習小テスト中にカンニングを行った場合、単位取得はできない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Key Strategies for Success on　the TOEIC L＆R Test
Level 600
[Author(s)]Atsuko Nishitani, Keiichi Ito他
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15637-8
[Comments]2019年発行　1800円

◎－－－　参考書　－－－◎

2016年以降ETSより出版された
『公式TOEIC Listening ＆Reading 問題集』各種

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持参すること。辞書としてスマホやタブレット端末
を使うことは認めない。授業中はマナーモードにし、バッ
グから出さないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要について：授業の進め方、評価
　　　などについての説明
　 / Unit L-1, R-1　人物写真、品詞
２　Unit L-2, R-2  人物ではない写真、分詞
３　Unit L-3, R-3  疑問詞疑問文、時制
４　Unit L-4, R-4  Yes/No疑問文、前置詞
５　Unit L-5, R-5  平叙文、関係代名詞
６　Unit L-6, R-6  機能別疑問文、長文穴埋め
７　復習小テスト１
　 /　Unit L-13・14, R-13　Review
８　Unit L-7, R-7  目的・懸念、広告
９　Unit L-8, R-8  言及・問題点、Eメール
10　プレイスメント・テスト
11　Unit L-9, R-9  申し出・依頼・意図、告知
12　Unit L-10, R-10 録音メッセージ、記事
13　Unit L-11, R-11 会議、ダブルパッセージ
14　Unit L-12, R-12 図表、トリプルパッセージ
15  復習小テスト２
　 /　Unit L-13・14, R-14　Review



2019-SJ00009612-49インターミディエイト・イングリッシュⅡ「E C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　インターネット上に置かれた教材を使って、英文法、英語読
解、英語聴解のうちいずれかの課題について、大学や自宅のパ
ソコンで、毎週4レッスンずつ学習します。英文法の課題では
英語を話したり、書いたりするうえで必要最低限の実践的な知
識を、英語読解の課題ではビジネスや日常生活などにおいて必
要とされる英文読解力を、英語聴解の課題では英語を正確に聞
き取る聴解力をそれぞれ養成していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の基礎的な聴解ができる。(技能)

英語の基礎的な読解ができる。(技能)

英語の文法の基礎力を養成する。(技能)

授業内外で自主的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習：初回の授業時に配布する進行予定表に従い、課題とし
て割り当てられた2レッスンの予習を行う。（60分）
　復習：授業中に学習した内容について、復習を行う。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価
します。
　
　復習テスト：50％（基準：英語の聴解、読解、文法の基礎
力）

　平常点（コンピュータの学習履歴、授業中の学習内
容）：50％（基準：(1) 主体的に英語学習をしていく姿勢　(2)
英語の聴解・読解・文法の基礎力）

※このクラスは定期試験期間中に筆記試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Practical English 7
[Author(s)]
[Publisher] Reallyenglish
[ISBN] インターネット教材のためISBNはありません。
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係なサイトの閲
覧を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
2 Grammar 1
3 Reading 1
4 Listening 1
5 Grammar 2
6 Reading 2
7 Listening 2
8 Grammar 3
9 Reading 3
10 プレイスメント・テスト
11 Listening 3
12 Grammar 4
13 Reading 4
14 復習テスト
15 まとめ（と必要であれば追試）



2019-SJ00009612-50インターミディエイト・イングリッシュⅡ「E C&O-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

樋渡　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、オンラインのTOEICテスト対策問題をインター
ネット上で行います。1週間ごとに4レッスンが課題として与え
られ、うち１回の授業内で毎回指定された２レッスンをこなし
ていきます。（残りの２レッスンは授業内で終わらせるか、宿
題として自宅学習を行います）。
理解できなかった箇所、新しい単語などは各自ノートに書き込
み、学習ノートを作ります。学習ノートは13週目に提出しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①e-learning学習を通じてTOEICテストに準拠した英語の４技能
を身につけます。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回指定された課題を授業以外の時間をとってこなすことが必
要です。（３０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、各到達目標の達成度を基準として、下
記の方法と割合により成績評価します。

指定された課題　40％（到達目標①）
小テストおよび学習ノート　10％（到達目標①）
最終テスト　50％（到達目標①）

この授業は、定期試験期間中に試験は行いません。よって再試
験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 総合英語TOEICテスト対策コース
[Publisher] Reallyenglish
[ISBN] インターネット教材なので、ISBN番号はありませ
ん。
[Comments] テキストの値段は5000円程度です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講にあたっては、本学で割り当てられているログイン
名・パスワードが必要になります。授業の初回に登録作業
を行いますので、各自準備しておいてください。ほかの留
意事項は授業初回に配布する詳細シラバスにて確認してく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 文法問題
3. リーディング問題
4. リスニング問題
5. 文法問題
6. リーディング問題
7. リスニング問題
8. 文法問題
9. リーディング問題
10. プレイスメントテスト（この授業の成績評価に関係は
ありませんが、全員受講のこと）
11. リスニング問題
12. 文法問題
13. リーディング問題
14. 最終確認テスト
15. まとめと追試日



2019-SJ00009613-34インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

岩松　博文

◎－－－　概要　－－－◎

生活と文化、健康と環境、ビジネス、技術など身近な話題を取
り上げたエッセイを熟読することを通じて語彙力を高め、なる
べく日本語に翻訳することなく英文を速読速解できるように練
習する。リーディングの力を伸ばすためには何よりも多くの英
文に実際に触れることが大事であることを理解する。またテキ
ストの本文の英文を最大限に活用して、英文作成上の基礎的文
法事項を整理しながら短文単位でのライティング・スキルの向
上を目指すようにする。さらにパラグラフ及びエッセイ作成上
必要な基礎知識の定着を図っていく。理解しにくいと思われる
構文、文法事項については適宜噛み砕いて解説していきます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.語彙を増やし、英文を読むときに後戻りせず頭から読み下す
ようにしてすばやく大まかな内容を把握できるようになる。
(知識・理解)

2.基本的な構文の理解を深めるとともに、文法事項を確認しな
がら短文単位でのライティングの技術を向上させる。(技能)

3.英語を通じて異文化理解に努め、広く現代社会のさまざまな
分野に対する関心を深める。
(態度・志向性)

4.自主的に学習を進め、積極的に英語学習に取り組むことがで
きる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は不明な語句を学習用英和辞書でよく調べておくこと。ま
た英英辞書を使って、同じ語句がどう英語で説明されているか
調べるとが実力向上につながる(45分）。復習は付属のＣＤを
活用してテキストを意味を考えながら、何度も音読することが
会話力、リスニング力の向上に効果がある（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価をします。

授業への参加度10％（到達目標4）
復習小テスト20%（2回・到達目標1,2,3,4)
定期試験70％(到達目標1.2.3)
   

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]What in the World
[Author(s)] Jim Knudsen
[Publisher]南雲堂
[ISBN] 9784523178521
[Comments]2,000円

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜言及する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席、遅刻をむやみにしない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1.Introduction（授業の進め方）
 2.Lesson 1　It Takes a Village
 3.Lesson 2　Another Exam Hell
 4.Lesson 3　Talk About Unfair!
 5.Lesson 4　Thou Shalt Not Steal
 6.Lesson 5　Zap!
 7.Lesson 6　Mind Games
 8.Lesson 7 The Time Has Come
 9.Lesson 8 Bridging a Divide
10.Lesson 9 A Drinking Problem
11.Lesson 10 Transparency International
12.Lesson 11 Counting Sheep
13.Lesson 12 Trains, Planes, and Arrests 14.Lesson 13 Skin
Deep
15.Review



2019-SJ00009613-35インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

現代イギリス文化の特質について学びながら、特にリーディン
グ能力、およびライティング能力を向上させることを目的とし
ます。テキストは、イギリス文化理解のためのさまざまなト
ピックを、「日・英の比較文化的視点」から論じた書き下ろし
のエッセイの読解と、その理解力を向上させるための練習問題
によって構成されています。エッセイの理解とライティング演
習のために必須な、英語文法の基礎理解のための練習問題も豊
富に盛り込んでいます。英語表現問題、特にFree Writingは毎回
の授業外の「課題」としますので、ぜひ積極的に取り組んでみ
てください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文の内容を正確に速く理解するトレーニングを積み、読解
力を身につける。(技能)

②日常会話にも役立つような、簡単な英語表現を書くことがで
きるようになる。(技能)

③異文化についてその特徴を知り、理解する。(知識・理解)

④英文の読解、練習問題について、自発的に発表し、解答に取
り組む。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でおこなうユニットの「Warm-Up」
（Vocabulary）の部分と英語テキストの部分を、授業開始まで
にチェックしておくこと（60分）。
復習：毎回学習したユニットの文法事項の確認および、課題と
する「Free Writing」（自由英作文）を解いてみること（60
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
発表20%（到達目標④、復習課題の提出「Free Writing」10回）
20%（到達目標②）、定期試験60％（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Cross-Cultural Views on Britain
[Author(s)]Richard Bent, Tetsuya Iseki 他
[Publisher]南雲堂
[ISBN]9784523177531
[Comments]テキスト価格￥2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず英和辞典（電子辞書等、スマートフォンは不
可）を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction: 授業の進め方、評価等についての説明を、
Unit 1: The Royal Mail、不定詞 をサンプルとしておこない
ます。2回目以降は、以下の通り、テキストに沿って、各
ユニットのテーマについて学習します。
2. Unit 2: British Sports Everywhere、動名詞
3. Unit 3: The Beatles Foreever!、過去形・現在完了形
4. Unit 4: From the Cradle to the Grave?、現在進行形
5. Unit 5: Great Novelists、助動詞１
6. Unit 6: History of the Royal Family、助動詞２
7. Unit 7: Pound or Euro?、自動詞・他動詞
8. Unit 8: What is the Tube?、受動態
9. Unit 9: Two-Party Politics、仮定法過去・仮定法過去完了
10. Unit 10: Art Collections in Britain、前置詞句
11. Unit 11: New House, Old House、名詞・冠詞
12. Unit 12: Are British Foods Tasty?、比較
13. Unit 13: Newspaper, TY or iPad?、分詞
14. Unit 14: Public School and Hogwarts、副詞節
15. Unit 15: VAT and Consumption Tax、関係代名詞



2019-SJ00009613-36インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E R&W-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

The goal of the Reading and Writing course is to have students learn
about topics they may know in Japanese, but learn how to read and
write about them in English. This class will help students collect
commonly used phrases which will be helpful to them when they are
writing. This class will also teach students natural writing skills by
applying the phrases they have learned from the exercises in the text
and the phrases learned from the instructor.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To help students experience and understand natural ways to write in
English.(知識・理解)

To give students the ability to learn how to improve their reading and
writing skills through self-study.(技能)

To create an awareness of the need to consistently improve writing
skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and review as well as
writing assignments that could not be finished in class. Students
should expect to spend around two hours a week on work outside the
class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class: 60% (4x15%) (4 in-class writing assignments)
Class Quizzes: 20%
Final writing assignment: 20%
There is no exam given during the exam period. It will be given in the
final class of the semester.
No make-up exams will be given.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write (Second Edition)
[Author(s)]David Moore and David Barker
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-47-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
course. All students are expected to actively participate in group
and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Full course 　explanation. Writing sample
2. Basic English Writing Methods 　(part 1)
3. Basic English Writing Methods (part 2)
4. Review Quiz for Basic Writing Methods
5. 1st  writing assignment preparation: Introduction
6. 1st  writing assignment
7. 2nd writing assignment preparation: Family
8. 2nd writing assignment
9. 3rd writing assignment preparation: Friends
10.3rd writing assignment
11.4th  writing assignment preparation: Hometown
12.4th  writing assignment
13.Review for final writing assignment
14.Final writing assignment preparation
15.Final writing assignment
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

吉津　京平

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能のうち、リーディングとライティングの力を養う。
イギリスの児童文学作家であるロアルド・ダール（Roald
Dahl）のFantastic Mr. Foxのリーディングを通して、英語の表現
や英語圏の文化に触れる。また、英語の文章を正確に読むト
レーニングを行うとともに、使われている表現をライティング
に応用し、正しく英作文ができるようになる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常的な話題に関する英文を正確に読解する能力を身に着ける
(技能)

日常的な話題に関する表現を英作文に転用する能力を身に着け
る(技能)

日常的な話題に関して必要な語彙を補強する(知識・理解)

自分の言いたいことを英語で正確に表現できるようになる(技
能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の範囲を読んで内容を確認しておく（45分）

復習：内容把握の問題（授業中に配布する）を家でもう一度解
く（ただ暗記したりするのではなく、正しいプロセスで解ける
か確認する）（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

日頃の学習への取り組みと試験による評価
・平常点：40点（学習状況、予習状況、授業中の積極性や態
度、授業中に行う小テスト等）
・定期試験：60点（読解能力、英作文能力、語彙）
・授業にテキストを忘れた場合、2回目からは減点対象とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Fantastic Mr. Fox
[Author(s)] Roald Dahl
[Publisher] Puffin Books; Reprint版 (2007)
[ISBN] 978-0142410349

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業に辞書を持参する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、出欠評価などについての説
明を受け、2回以降の学習の方法を実践します。
2. Ch.1̃2  The Three Farmers / Mr. Fox
3. Ch.3  The Shooting
4. Ch.4  The Terrible Shovels
5. Ch.5  The Terrible Tractors
6. Ch.6  The Race
7. Ch.7̃8  ‘We’ll Never Let Him Go” / The Foxes Begin to
Starve
8. Ch.9̃10  Mr. Fox Has a Plan / Boggis’s Chicken House
Number One
9. Ch.11̃12  A Surprise for Mrs. Fox / Badger
10. Ch.13  Bunce’s Giant Storehouse
11. Ch.14  Badger Has Doubts
12. Ch.15  Bean’s Secret Cider Cellar
13. Ch.16  The Woman
14. Ch.17  The Great Feast
15. Ch.18  Still Waiting

各回の学習内容は、この授業計画に沿って行う予定だが、
進度や状況により変更する場合がある。



2019-SJ00009613-38インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E R&W-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、特にリーディングおよびライティングに重点を置
きながら、英語の総合的技能を養います。リーディングにおい
ては英語の論理的な文章構造を理解することから始め、多種多
様な文章を読むことで母語を介さず大意と主旨を掴めるような
訓練をします。受講生それぞれが効果的なリーディング方法を
自律的に身につけることを目的とします。ライティングは容易
な描写から始め、センテンスからパラグラフが書けるように段
階的に学びます。授業では広範な事象を多角的に捉える力を育
む目的で、補強教材としてオンライン教材（ウェブサイト文章
や映像、画像）をふんだんに取り入れます。授業中はペアワー
ク・グループワークを通して受講生自らが考え、分析し、解決
策を見出すという能動的な学びを実践します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を英語の語順通りに読んで大意を掴むことが出来る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習: リスニング、文章の一読、知らない単語の推測・辞書で
の確認（30min)
復習: レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの学
習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ソロ・ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30% (到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] WORLD ENGLISH 2 (Second Edition)
         Combo Split 2A
[Author(s)] Kristing L.Johannsen and Rebecca Tarver Chase
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-1-305-08947-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ず講師のウェブサイト上で確
認の上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1: Food From the Earth (A) (B)
3: Unit 1: Food From the Earth (C) (D)
4: Unit 1: Food From the Earth (Adjustments)
5: Unit 2: Express Yourself (A) (B)
6: Unit 2: Express Yourself (C) (D)
7: Review + Project 1
8: Unit 3: Cities (A) (B)
9: Unit 3: Cities (C) (D)
10: Unit 4: The Body (A) (B)
11: Unit 4: The Body (C) (D)
12: Unit 5: Challenges (A) (B)
13: Unit 5: Challenges (C) (D)
14: Review + Project 2
15: Term Test
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

前田　譲治

◎－－－　概要　－－－◎

本授業で取り上げる英語は、全てビジネスの現場において頻繁
に用いられている会話表現や社内文書、重要な語彙となる。教
科書の様々な設問をこなすことにより、ビジネス英語に関する
造詣を高めてもらいたい。また、会話文の微妙なニュアンスの
差に関して目を向けることにより、ビジネスの場にふさわし
い、礼儀にかなった会話への理解も深める。この他にも、英語
字幕の映画を見て、そこに登場する会話表現の機能を確認する
形でも、ビジネス英語の向上に努めたい

◎－－－　到達目標　－－－◎

社内で用いられるビジネス英語の語彙力や表現力を少しでも高
める。(知識・理解)

会話文のニュアンスの違いを理解し、少しでも礼儀作法にか
なった発話ができるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：事前に指定された箇所を読み、各種設問の解答を行
なっておくこと。 （60分）
事後学習：間違った解答を行った箇所を中心に、再度、教科書
を読み直すこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と
割合により成績評価します。」
ビジネス英語の語彙力と表現力を問う定期試験８０％（到達目
標①②）
発表内容、授業への参加姿勢　２０％
遅刻は３回で欠席１回分としてカウントする。
定期試験は英作文と英文和訳の設問が中心となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Essentials of Global Business English
[Author(s)]Satoru　Toyoda
[Publisher]南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17605-3
[Comments] ￥2000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は通読するのではなく、重要な箇所をピックアップ
する形で勧めていくため、授業終了時に行われる指示に
従って予習を行ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　授業の進め方、英語の基本的な勉強法
第2回　手紙、ファックス
第3回　電子メール、電話
第4回　面会の申し入れ
第5回　ホテル予約
第6回　慶弔　
第7回　会議通知
第8回　物品購入
第9回　英語字幕のビデオの活用
第10回　英語字幕のビデオの活用
第11回　引き合い
第12回　注文
第13回　代金回収
第14回　クレームと調整
第15回　補足説明、全体の総括、試験の確認等

授業終了後に次回の範囲について指示を行うので、それに
従って予習を行うこと。



2019-SJ00009613-40インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

團迫　雅彦

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では，TOEICのスコアアップに必要である各パートの
特徴とその攻略法について，頻出問題を解くことで理解するこ
とを目的とする。また，TOEICで使われる基本的な語彙を学習
したり，英文法の基礎事項などもあわせておさえていく。ま
た，確認テストを受けることで，学習内容の定着化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングで大まかな内容が理解できる。(知識・理解)

②語彙・文法が理解できる。(知識・理解)

③時間内に問題を解くことができる。(技能)

④ビジネス文書や英字新聞の記事に興味を持って、主体的に読
むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitのStep 1, 2の予習（予習課題）。（60
分）

復習：復習小テスト（語彙・文法・音声）の準備。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：10%（到達目標①②③④）
・予習課題：10%（到達目標①②④）
・復習小テスト：10%（到達目標①②③）
・中間試験：20%（到達目標①②③）
・定期試験：50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC Test Pre-Intermediate／
『レベル別TOEIC L&Rテスト実力養成コース：準中級
編』
[Author(s)] 溝口優美子・柳田真知子
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments] テキスト価格　2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の冒頭に復習テストを行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や評価，復習テストと予習課
題についての説明を行う。
2. Unit 1: Travel（旅行に関する表現・名詞）
3. Unit 2: Dining Out（食事に関する表現・形容詞）
4. Unit 3: Media（メディアに関する表現・副詞）
5. Unit 4: Entertainment（エンターテインメントに関する表
現・時制）
6. Unit 5: Purchasing（買い物に関する表現・主語と動詞の
一致）
7. Unit 6: Clients（顧客との取引に関する表現・能動態／受
動態）
8. 中間試験：1～7回目の授業までの内容に関する試験
9. Unit 7: Recruiting（求人に関する表現・動名詞・不定
詞）
10. Unit 8: Personnel（人事に関する表現・代名詞）
11. Unit 9: Advertising（広告に関する表現・比較）
12. Unit 10: Meetings（会議に関する表現・前置詞）
13. Unit 11: Finance（予算に関する表現・接続詞）
14. Unit 12: Offices（オフィスに関する表現・前置詞と接続
詞の違い）
15. 総まとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本授業はCALL教室機能を使用した、TOEIC Listening and
Reading を受験する大学１年次生レベル以上の学力を備えた学
習者のためのスコアアップ対策講座である。TOEIC L＆R は今
や就職活動におけるエントリーシートにそのスコアを記入する
欄が設けてあるため、そこが空欄の場合、就職活動の最初の段
階でつまずくことにもなりかねない。つまり、TOEICのスコア
をできるだけ上げておくことは、大学生にとって就職前の基本
的心得の一つとなっているのである。TOEICスコアは練習に比
例してアップする。特にリスニング問題は苦手とする学習者が
多いので、しっかりとリスニング訓練をしておくことは、スコ
アアップに直結する部分がある。
使用するテキストのは、各ユニットがTOEIC L&R の全7パート
を網羅している。そして、毎回1 unit を学習する。実践感覚を
養うため、時間設定をしながら問題を解いていく。問題を解い
た後は解答と解説を行うが、解答は指名された受講者がワイヤ
レスマイクを通してReadingと併せて行い、解説は授業担当者
が行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質(語彙・文法・用法)およびその文化的背景(社
会・文化)に関する知識を身に着けることができる。(知識・理
解)

英語の4技能のうち特に聞く・読む能力を身につけることがで
きる。(技能)

TOEIC Listening and Reading でより高いスコアを取得する技術
を身につけることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：30分
復習：60分
授業中に時間設定を行い、問題を解く練習をするため、事前に
全ての問題を解く必要はないが、予習のため、Warm-Up、
Useful Expression、Grammar の部分はしっかり読んで理解して
おくこと。
毎回配付される前の週に学習したリスニング問題の印刷原稿を
使用して聞き取れなかったリスニング問題の復習をしておくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Listening と Reading で構成された復習テストで100%評価する。
復習テストを欠席した場合、申し出内容吟味の上、有資格者に
補填受験の機会を与える。定期試験期間中の試験は実施しな
い。したがって再試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING: Level 2
[Author(s)]Yasuyuki Kitao 他
[Publisher]　Asahi Press
[ISBN] 9784255155951
[Comments]　1700円(税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻をしないこと。辞書を携帯すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1. Introduction
  2. Unit　1 Eating Out
  3. Unit　2 Travel
  4. Unit　3 Amusement
  5. Unit　4 Meetings
  6. Unit　5 Personnel
  7. Unit　6 Shopping
  8. Unit　7 Advertisement
  9. Unit　8 Daily Life
 10. Unit　9 Office Work
 11. Unit 10 Business
 12. Unit 11 Traffic
 13. Unit 12 Finance and Banking
 14. 復習テスト 1
 15. 復習テスト 2
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICは世界規模で行われている「英語でのコミュニケー
ション能力」を見るテストである。ビジネスと日常会話に関す
る問題が出題され、特に近年日本の企業では採用時の試験とし
ても昇進時等における社内評価・査定の試験としても必須のも
のとなってきた。
　TOEICテストの重要なポイントは、その設問パターンがしっ
かりと固まっており、事前に設問パターンに徹底して慣れると
いう対策を講じておく事によって、受験時に心の余裕も生ま
れ、結果的に点数がかなり違ってくるという点である。
　本授業は日常のテーマごとにトピックが別けられたテキスト
を中心にTOEICの設問パターンに徹底して慣れる事を主眼に進
められると共に、インターネット上に数多く展開しているサイ
トから当該トピックに近い物を検索し、徹底したリーディング
を行うことによって、TOEICの設問で頻繁に用いられる日常の
トピックに関する英語表現や語彙の更なる定着を図る。
　フレッシュマン・イングリッシュを質量共に発展させた授業
内容にし、更なる英語能力の向上を目指す。
　更に当授業では、文字・音声・動画・解答でCALL (Computer
Assisted Language Learning)を駆使し、効率的かつ効果的な学習
進行を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC Part ĨVIIそれぞれの内容を知り、出題の特徴を把握しパ
ターンに慣れることができる。(知識・理解)

TOEIC Part ĨIVの学習を時間制限のもとで行うことにより、英
語リスニング時の集中力と理解力を身につけることができる。
(技能)

TOEIC Part VとVIの学習を時間制限のもとで行うことにより、
集中力を持って英語文法の知識を身につけることができる。
(知識・理解)

TOEIC PartVIIの学習を時間制限のもとで行うことにより、集中
力を持って英語リーディング力を身につけることができる。
(技能)

TOEIC Part ĨVIIの学習を集中的に行うことにより、英語の語彙
力を高めることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　TOEICは、Part ĨPart VIIまでかなりの問題量があるので、
しっかりと予習・復習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

授業中の課題解答度・授業への参加度を含めた平常点
（40%）、授業で行う復習試験（60%）によって総合的に評価
する。

*このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

THE HIGH ROAD TO THE TOEIC® LISTENING AND
READING TEST（金星堂）¥2052(税込)
ISBN　978-4-7647-4045-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

　本授業では、半期しかない授業期間を効率的に展開する
ために、できるだけ多くの問題を解答する事によって
TOEICに徹底して慣れるということに主眼を置くので、
TOEICに必要な単語や文法を授業中に長い時間を使って学
習するという事は特に行わないが、これらの学習は授業で
はなく学習者個人が個別に学習可能なので日頃から単語の
暗記や文法の学習に努めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業概要の説明
2. Travel
3. Dining Out
4. Media
5. Entertainment
6. Purchasing
7. Clients
8. Recruiting
9. Personnel
10. Advertising
11. Meetings
12. Finance
13. Offices
14. 復習試験１
15. 復習試験２
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園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの主にListeningとReadingの問題を演習を通じて、英語の
運用能力の向上を目指します。授業では決められた時間内に各
課の問題を解き、スマートフォンや携帯電話を使って解答して
もらいます。その場で各問の正答率が分かりますので、正答率
の低い問題を中心に解答・解説を行うとともに、映画の一場面
や英語の曲などを活用して重要な文法事項、単語や表現につい
ても身につけていきます。細切れの時間を活用して学習するコ
ツなどについても紹介します。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の重要な表現や文法事項について理解している(知識・
理解)

②英語を聞き取り、適切に応答できる(技能)

③要点をつかみながら、英語をある程度の速さで読むことがで
きる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】テキスト各課にあるVocabulary＆Phraseについては辞
書などを活用しながら授業までに例文も確認し、覚えてくるよ
うにしてください。また、決められた時間内に問題の全部を解
答できない人は、予習に力を入れて、わからない単語や文法事
項を調べて授業に臨んでください。（４０分）
【復習】同じパターンの問題を再び間違わないようになること
が英語力とスコアアップのポイントです。復習では授業で説明
する間違った問題を集めたノートを作り、1か月ほど期間を空
けて同じ問題を解いてみてください。（５０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点：５０％（到達目標の①～③をはかる練習問題の正答数
に基づいて評価）
定期試験：５０％（到達目標の①～③はかる問題の正答数に基
づいて評価）
　　　　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC L&R Test Intermediate
[Author(s)]Naoyuki Bamba and Katsuaki Oyama
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4090-7
[Comments]2,000円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業までにテキストを購入しておいてください。初
回の授業で授業の進め方についての説明を行い、
CheckLinkの登録をしますので、テキストとスマートフォ
ンなどを持って、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Introduction  Unit 1 Travel（名詞)
Week 2: TOEIC Mini Test 1(実践的な50問の問題を解く）
Week 3: Unit 2 Dining Out（形容詞）
Week 4: Unit 3 Media（副詞）
Week 5: Unit 4 Entertainment（時制）
Week 6: Unit 5 Purchasing（主語と動詞の一致）+ Unit 6
Clients（能動態と受動態）
Week 7: Unit 7 Recruiting（動名詞と不定詞）+ Unit 8
Personnel（現在分詞と過去分詞）
Week 8: Unit 9 Advertising（代名詞）
Week 9: Unit 10 Meetings（比較）
Week 10: Unit 11 Finance（前置詞）
Week 11: Unit 12 Offices（接続詞）
Week 12: Unit 13 Daily Life（前置詞と接続詞の違い）
Week 13: Unit 14 Sales & Marketing（関係代名詞）
Week 14: TOEIC Mini Test 2 (実践的な50問の問題を解く）
Week 15: Unit 15 Events （語彙の結びつき）+ Listening Test
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坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのテスト形式に倣った演習問題を解くことによって、ビ
ジネスにおける英語を用いたコミュニケーションの基礎となる
語彙・文法力を培います。また、ビジネスの現場で必要とされ
る情報収集力の育成に役立つTOEIC解法のストラテジーについ
ても学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出の語彙（=ビジネスに役立つ英単語や表現）を
覚えて身につける。(知識・理解)

②TOEICのリーディング・セクションを効率よく解答できる読
解力を身につける。(技能)

③TOEICのリスニング・セクションを効率よく解答できる聴解
力を身につける。(技能)

④TOEICの出題形式に慣れ、本番の試験にも気後れせずに受験
できる態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞（45分）
テキスト内の指定された英文について、入念に辞書を引いて内
容を把握する。

＜復習＞（60分）
この授業では、復習が特に大切です。松柏社のウェブサイトか
ら音声をダウンロードし、それを少なくとも5回は聴き直すよ
うにしてください。さらに、ポーズやアクセントのタイミング
にも注意しながら、できるだけ音声に忠実に音読練習もしてく
ださい。また、授業中に読んだ英文も時間を気にせずに一字一
句意味を確認しながら丹念に読み直して下さい。
　
授業以外でも英語に触れる機会をできるだけ多くもつように心
がけて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験　５０％（到達目標①②④）
・授業への積極的な取り組み　２０％（到達目標②③④）
・復習テスト　３０％（到達目標①）　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The TOEIC Listening and Reading Test Circuit (Updated Edition)
[Author(s)]Tomoyuki Tsuruoka and Matthew Wilson.
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-729-2
[Comments]必ず購入しておいて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・充分な予習をした上で授業に臨むようにして下さい。
・授業に参加することは当然なので、欠席や遅刻をしないこと。
・授業を欠席すると平常点の評価ができなくなるため、単位取得
が難しくなる場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回の講義につき、テキスト1章分を中心にリスニング・リーディ
ング演習及び語彙構築のトレーニングを行います。
 
第1回 ガイダンス　

第2回　Unit 1 旅行①
「観光」に関する語彙と表現を学ぶ。

第3回　Unit 2 オフィス①
ビジネス・メールでよく使われる語彙と表現を学ぶ。

第4回　Unit 3 レストラン
「料理」に関する語彙と表現を学ぶ。

第5回　Unit 4　季節・天気
「天気・天候」に関する語彙と表現を学ぶ。

第6回　Unit 5 健康
「健康・病気」に関する語彙と表現を学ぶ。

第7回　Unit 6　旅行②
海外出張の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第8回　Unit 7 休暇　
「休暇」に関する語彙と表現を学ぶ。
　
第9回　
復習テスト：これまでに身につけた語彙力を試すテスト。
+
Unit 8 オフィス②
「部署」に関する語彙と表現を学ぶ。

第10回　Unit 9 ショッピング
買い物の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第11回　Unit 10 就職活動
「就職活動」に関する語彙と表現を学ぶ。

第12回　Unit 11 娯楽
「娯楽」に関する語彙と表現を学ぶ。

第13回Unit 12 旅行③
家族旅行の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第14回Unit 13 オフィス③
交渉の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第15回Unit 14 会議
会議の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。
+
授業のまとめ
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ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

This course is meant to help students develop the reading, listening
and writing skills necessary to succeed on English-proficiency exams.
The weekly reading and vocabulary exercises will focus on interesting
academic topics, and there will also be listening and video exercises.
Two lessons will focus on writing skills, with students producing in-
class timed writing exercises in the style of the writing section of
proficiency tests. There will also be a midterm test, a video/listening
test, and a final exam.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will develop a better understanding of academic topics,
along with a deeper vocabulary of academic English.(知識・理解)

2. Students will improve the reading, listening and writing skills
necessary for success on TOEIC, TOEFL, IELTS and other English
proficiency exams.(技能)

3. The course will help students overcome anxiety about English tests,
and motivate them to continue their academic English studies in the
future. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min-1 hour) Also, they should prepare for
the upcoming unit in the textbook by checking the unit for any
unknown vocabulary. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
In-class writing: 10% (goals 1, 2)
Midterm test: 20% (goals 1-3)
Video/Listening Test: 20% (goals 1-3)
Final Exam: 30% (goals 1-3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Pathways 2A: Reading, Writing, and Critical Thinking
[Author(s)]Blass and Vargo
[Publisher]Heinle Cengage
[ISBN]9781337624909
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in. Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The teacher's office hour is on Mondays, period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2: Is there a recipe for happiness? (reading about health science)
3: Four keys to happiness (reading about health science)
4: The power of creativity (reading about technology)
5: Big ideas, little packages (reading about technology)
6: Writing Unit A (Homework: study for test)
7: Midterm Test
8: The changing face of communication (reading about society)
9: Lamu: tradition and modernity (reading about society)
10: Where have all the fish gone? (reading about the
environment)
11: An interview with Barton Seaver (reading about the
environment)
12: Writing Unit B
13: The art of memory (reading about psychology)
14: Train your brain (reading about memory) (Homework: study
for test)
15: Video/Listening Test and Final Exam Review (Homework:
study for final exam)



2019-SJ00009613-46インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E ESP-7」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this ESP course, students will practice speaking, listening, reading,
and writing skills to prepare for the International English Language
Testing System (IELTS) test. This official English test has merit all
around the world. The teacher will give advice about vocabulary and
students will practice a variety of skills to increase their English
vocabulary. They will learn effective ways to read, write and speak in
English. For example, they will learn how to use different words and
expressions with the same meaning. Students will complete IELTS
style writing practice for homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve their ability to speak English. (知識・理解)

2. Students will improve their ability to listen in English.(知識・理
解)

3. Students will improve their ability to read English.(知識・理解)

4. Students will improve their ability to write in English. (知識・理
解)

5. Students will practice different types of IELTS test questions, so
they will know how to prepare for the IELTS Test.(技能)

6. Students will develop their confidence to think and speak in
English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Writing homework 20% (10 + 10) (到達目標4)
Listening tests 20% (10 + 10) 到達目標2)
Reading tests 20% (10 + 10) 到達目標3)
Speaking test 20% (到達目標1)
End of term (writing) exam 20%

※There are is no score for attendance.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.

※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework;
4. must complete one speaking test.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What is the IELTS test? How does it compare with the TOEIC
test?
Checking some examples of IELTS test reading, writing,
listening and speaking questions.
Checking the usual writing style of numbers.
2. IELTS writing test part 1 practice: pie charts.
3. IELTS writing test part 1 practice: line graphs + writing
homework #1
4. IELTS listening test advice and practice.
5. IELTS listening test #1
6. IELTS speaking test advice and practice #1
7. IELTS speaking test advice and practice #2
8. IELTS speaking test
9. IELTS reading test advice and practice.
10. IELTS reading test #1
11. IELTS writing test part 2 practice + writing homework #2
12. IELTS listening test #2
13. IELTS reading test #2
14. IELTS End of term exam review and practice.
15. IELTS End of term exam review and practice.



2019-SJ00009613-47インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E ESP-8」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：TOEICの受験を念頭にトレーニングを行なう。FEで
身に付けた力をさらに伸ばす。
授業の進め方：テキストに沿って進める。
学習の方法：語彙のチェックを行なって授業に臨み（小テスト
あり）、授業後には知識の定着を図ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) TOEIC LRの単語・文法・構文（中級レベル）を身につけ
る。(知識・理解)

(2) TOEIC LR に対応するリスニング力およびリーディング力
（中級レベル）を身につける。(技能)

(3) 授業内外で、与えられた課題を中心に、主体的に英語学習
に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定する語彙を頭に入れ、使いこなせるまで練習するこ
と。
復習：音源を用い、リピーティング、シャドーイング、暗唱を
行い、表現が口をついて出てくるようにすること。（予習・復
習合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
毎回の小テスト（到達目標(1)）・課題（到達目標(2)(3)）・授
業での練習（到達目標((2)(3)）（約50%）＋定期試験（到達目
標(1)(2)(3)）（約50%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]公式TOEIC Listening & Reading 問題集２
[Author(s)]Educational Testing Service
[Publisher]国際ビジネスコミュニケーション協会
[ISBN]978-4906033508
[Comments]テキスト価格：2,800円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction Test 1 Part 1
２．Test 1 Parts 1 & 5
３．Test 1 Parts 2 & 6
４．Test 1 Parts 3 & 7
５．Test 1 Parts 4 & 7
６．Test 1 Wrap-up 1
７．Test 1 Wrap-up 2
８．Mid-term Test
９．Test 2 Parts 1 & 5
10．Test 2 Parts 2 & 6
11．Test 2 Parts 3 & 7
12．Test 2 Parts 4 & 7
13．Test 2 Wrap-up 1
14．Test 2 Wrap-up 2
15．Review



2019-SJ00009613-48インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E ESP-9」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ドミニック　マリーニ

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English that is useful when taking the TOEIC.

Students will a have many chances to speak English and listen to
English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn about the different parts of the TOEIC.(知識・理
解)

Students will learn useful vocabulary.(知識・理解)

Students will learn how to learn vocabulary.(技能)

Students will learn test-taking skills.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Each week students will spend 30 minutes doing homework and
preparing for the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Quizzes = 50%   (There will be a quiz every week.)
Final test = 50%

The final test will be given during the last class. There is no final
exam during the official exam period. There will also be no
reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Tactics for TOEIC Practice Test 1
[Author(s)] Grant Trew
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-452955-6
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students who are active in class enjoy the class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class rules and the textbook
2. Parts of Speech
3. Part 1
4. Vocabulary
5. Part 2
6. Situations
7. Part 3
8. Conversations
9. Part 4
10. Company life
11. Part 5
12. Reading and Grammar
13. Part 6
14. Part 7
15. Final Test



2019-SJ00009613-49インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ストット，デビッド　アダム

◎－－－　概要　－－－◎

This course will help students use English for communicating by
emails & telephone. In every class topics related to working and
travelling in different countries will be studied. Students will practice
both listening and writing.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The aim of this class is to improve students’ ability to use English
when traveling abroad for business. (知識・理解)

The four skills of speaking, listening, writing and reading will all be
practiced in the class but especially speaking and listening. (技能)

Students will speak English in pairs, in small groups and with the
teacher in every class. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For at least 2 hours every week students should review the previous
class before the next class. Students should also preview the next class
before the class starts. Sometimes other homework will be assigned.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Active participation in class: 50%
Group projects: 30%
Quizzes: 20%

Students must actively participate in all lessons. In each lesson,
students will get a participation score. To get a high score, students
should answer questions and cooperate in pair/group work.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Working Abroad: Learning to Communicate via Emails &
Telephone Conversations/『Eメー ル&英会話コミュニケー
ション:就 職編』
[Author(s)]行時 潔/長田順 子/Nicholas Bovee
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-706-3
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class Orientation
2. Asking a Favor
3. Decision Time
4. A Lucky Break
5. Fun in the Sun
6. Welcome to the Land of the Rising Sun!
7. Bottoms Up!
8. The World’s Most Comfortable City
9. Touching Base
10. The Lion City
11. Heading Down Under
12. Dreams Come True
13. An Unexpected Invitation
14. The Sweet, Spicy, and Sour Wonderland
15. Back to a Good Old City



2019-SJ00009613-50インターミディエイト・イングリッシュⅢ「E C&O-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn how to express their own opinions and ideas.
Students will study how to develop their presentation skills. There
will be homework each week. Homework will include review of
lesson content, speaking English and listening to English. In most
classes, there will be short unit tests to assess what students have
learned. There will be two main tests in class during the course: a 中
間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to give a short presentation in English.(技能)

2. Students will increase the vocabulary necessary to talk about
everyday experiences.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to improve their
study  skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on speaking English, and listening to the textbook audio and video (60
min). Students should review the content of the textbook and
vocabulary which has been taught in class (60 min). In addition,
students should prepare for their 中間 test in week 8 and final test in
week 15.

Audio https://www.english.com/english_firsthand/classroom_audio/
level1_audio/index.html

Textbook videos https://www.english.com/english_firsthand/video/#/

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
30% Class Participation/Homework (到達目標1, 2 & 3)
20% Unit Quizzes (到達目標1, 2 & 3)
25% 中間 Test (到達目標1, 2 & 3)
25% Final Test (in class) (到達目標1, 2 & 3)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, unit tests, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Firsthand 1 (5th edition)
[Author(s)] Marc Helgesen, John Wiltshier & Steven Brown
[Publisher] Pearson
[ISBN] 9789813130227
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class.
Please write your name, student number and class on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation. Unit 0: Learning Goals and Strategies
2. Unit 1 Meeting People
3. Unit 2 Describing People
4. Unit 3 Schedules and Frequency
5. Unit 4 Locations
6. Unit 5 Giving Directions
7. Unit 6 Personal Experiences
8. 中間 Test (25%)
9. Unit 7 Abilities and Interests
10. Unit 8 Invitations and Preferences
11. Unit 9 Future Plans
12. Unit 10 Shopping
13. Unit 11 Describing Processes
14. Unit 12 Giving Opinions
15. Final Test (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.english.com/english_firsthand/classroom_audio/
level1_audio/index.html)



2019-SJ00009614-34インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

現代イギリス文化の特質について学びながら、特にリーディン
グ能力、およびライティング能力を向上させることを目的とし
ます。テキストは、イギリス文化理解のためのさまざまなト
ピックに関するエッセイの読解と、その理解力を向上させるた
めの練習問題によって構成されています。エッセイの理解とラ
イティング演習のために必須な練習問題も盛り込んでいます。
英語で表現する練習にも、ぜひ積極的に取り組んでみてくださ
い。授業は毎回、あらかじめ担当者を決定し、担当箇所につい
て説明をおこなう、発表形式で進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文の内容を正確に速く理解するトレーニングを積み、読解
力を身につける。(技能)

②日常会話にも役立つような、簡単な英語表現を書くことがで
きるようになる。(技能)

③異文化についてその特徴を知り、理解する。(知識・理解)

④英文の読解、練習問題について、自発的に発表し、解答に取
り組む。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でおこなう章の（Vocabulary Builder）の部分と英
文テキスト部分を、授業開始までにチェックしておくこと（60
分）。
復習：毎回学習したユニットの文法事項の確認と、英作文
(Write Away)を解いてみること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
発表20%（到達目標④、復習課題の提出「Free Writing」10回）
20%（到達目標②）、定期試験60％（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Insight into Britain
[Author(s)]Anthony Allan, Tetsuya Iseki 他
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764739024
[Comments]テキスト価格￥1,800

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず英和辞典（電子辞書等、スマートフォンは不
可）を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction: 授業の進め方、評価等についての説明を、
Unit 1:Animals:Fictional and Realをサンプルとしておこない
ます。2回目以降は、以下の通り、テキストに沿って、各
ユニットのテーマについて学習します。
2. Unit 2: Exporting Sports
3. Unit 3: Literature:The Reading Boom
4. Unit 4: Eating Habits:Changing Tastes
5. Unit 5: Art:Attitudes and Anonymity
6. Unit 6: Population:Food for Thought
7. Unit 7: Antiques:Older is often Better
8. Unit 8: Smoke Free Britain
9. Unit 9: Edinburgh:A City of Festival
10. Unit 10:Television:Reflecting our Lives
11. Unit 11:Structures of the Millenium
12. Unit 12:Leisure:Indoor and Outdoor
13. Unit 13:Education in the UK
14. Unit 14:Superstition and Beliefs
15. Unit 15:Pedal Power



2019-SJ00009614-35インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

岩松　博文

◎－－－　概要　－－－◎

生活と文化、健康と環境、ビジネス、技術など身近な話題を取
り上げたエッセイを熟読することを通じて語彙力を高め、なる
べく日本語に翻訳することなく英文を速読速解できるように練
習する。リーディングの力を伸ばすためには何よりも多くの英
文に実際に触れることが大事であることを理解する。またテキ
ストの本文の英文を最大限に活用して英文作成上の基礎的文法
事項を整理しながら短文単位でのライティング・スキルの向上
を目指すようにする。さらにパラグラフ及びエッセイ作成上必
要な基礎知識の定着を図っていく。理解しにくいと思われる構
文、文法事項については適宜噛み砕いて解説していきます。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.語彙を増やし、英文を読むときに後戻りせず頭から読み下す
ようにしてすばやく大まかな内容を把握できるようになる。
(知識・理解)

2.基本的な構文の理解を深めるとともに、文法事項を確認しな
がら短文単位でのライティングの技術を向上させる。(技能)

3.英語を通じて異文化理解に努め、広く現代社会のさまざまな
分野に対する関心を深める。
(態度・志向性)

4.自主的に学習を進め、積極的に英語学習に取り組むことがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は不明な語句を学習用英和辞書でよく調べておくこと。ま
た英英辞書を使って、同じ語句がどう英英で説明されているか
調べるとが実力向上につながる（45分）。復習は付属のＣＤを
活用しテキストを意味を考えながら何度も音読することが会話
力、リスニング力の向上に効果がある(45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価をします。

授業への参加度10％（到達目標4）
復習小テスト20%（2回・到達目標1,2,3,4)
定期試験70％(到達目標1.2.3)
   

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]What in the World
[Author(s)] Jim Knudsen
[Publisher]南雲堂
[ISBN] 9784523178521
[Comments]2,000円

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜言及する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席、遅刻をむやみにしない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1.Introduction（授業の進め方）
 2.Lesson 1　Skin Deep
 3.Lesson 2　Hope
 4.Lesson 3　Africa's University of the    future
 5.Lesson 4　A Cool Idea
 6.Lesson 5　Detx
 7.Lesson 6　100&Change
 8.Lesson 7 Words, Words and more Words
 9.Lesson 8 Out of a Job
10.Lesson 9 The Way to go
11.Lesson 10 the Best Fathers in the World?
12.Lesson 11 A New Breed of Jockey
13.Lesson 12 Prison Break
14.Lesson 13 Japan Inside Out
15.Review



2019-SJ00009614-36インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E R&W-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

吉津　京平

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能のうち、リーディングとライティングの力を養う。
アメリカの児童文学作家であるロアルド・ダール（Roald
Dahl）のEsio Trotのリーディングを通して、英語の表現や英語
圏の文化に触れる。また、英語の文章を正確に読むトレーニン
グを行うとともに、使われている表現をライティングに応用
し、正しく英作文ができるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常的な話題に関する英文を正確に読解する能力を身に着ける
(技能)

日常的な話題に関する表現を英作文に転用する能力を身に着け
る(技能)

日常的な話題に関して必要な語彙を補強する(知識・理解)

自分の言いたいことを英語で正確に表現できるようになる(技
能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の範囲を読んで内容を確認しておく（45分）

復習：内容把握の問題（授業中に配布する）を家でもう一度解
く（ただ暗記したりするのではなく、正しいプロセスで解ける
か確認する）（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

日頃の学習への取り組みと試験による評価
・平常点：30点（学習状況、予習状況、授業中の積極性や態
度、授業中に行う小テスト等）
・中間テスト：10点（読解能力、英作文能力、語彙）
・定期試験：60点（読解能力、英作文能力、語彙）
・授業にテキストを忘れた場合、2回目からは減点対象とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Esio Trot
[Author(s)]Roald Dahl
[Publisher]Puffin Books (2009)
[ISBN]978-0142413821

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業に辞書を持参する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、出欠評価などについての説
明を受け、2回以降の学習の方法を実践します。
2. 1) Reading (P3-9)
3. 1) Writing (P3-9)
4. 2) Reading (P10-16)
5. 2) Writing (P10-16)
6. 3) Reading (P17-21)
7. 3) Writing (P17-21)
8. P3-21 復習・まとめ
9. 中間テスト(P3-21)
10. 4) Reading & Writing (P22-28)
11. 5) Reading & Writing (P29-33)
12. 6) Reading & Writing (P34-41)
13. 7) Reading & Writing (P42-47)
14. 8) Reading & Writing (P48-57)
15. P22-57 復習・まとめ

各回の学習内容は、この授業計画に沿って行う予定だが、
進度や状況により変更する場合がある。



2019-SJ00009614-37インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E R&W-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

前田　譲治

◎－－－　概要　－－－◎

本授業で取り上げる英語は、全て、実際のネィティブの会話で
頻繁に用いられている会話表現となる。頻繁に用いられる、会
話の決り文句に関して、英作文を行う。それらの表現を可能な
限り数多く暗記してもらうことによって、英語の発話能力を向
上させる。また、模範文例として登場している会話表現の精読
を通して、会話表現の用法を確認し、それを適切に使用する能
力も身につける。その他に、英語字幕の映画を見ながら、映画
に登場する口語表現の用法を学び、会話表現への理解を更に深
める授業も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会話表現の微妙なニュアンスの違いに関する知識を、少しでも
増やす。(知識・理解)

英作文を通して、自由に使いこなせる会話表現の数を少しでも
増やす。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：章の冒頭のUseful Expressions を精読し、各表現の意
味を把握しておくこと。また、事前に指定された教科書の練習
問題（英作文）を解答しておくこと。（60分）
事後学習：Basic Training で学習した口語表現を暗誦し、スムー
スに発話できるようになっておくこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と
割合により成績評価します。」
定期試験の結果８０％（到達目標①②）
発表内容、平素の授業態度２０％
遅刻は３回で欠席１回分としてカウントする。
試験は、英文箇所の和訳、日本語問題文の英訳をさせる設問が
中心となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The Road From Writing To Speaking　
[Author(s)]山口俊二　Timothy Minton
[Publisher]成美堂
[ISBN]4791950267

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は通読するのではなく、重要な箇所をピックアップ
する形で勧めていくため、授業終了時に行われる指示に
従って予習を行ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　授業の進め方、および、英語の基本的な勉強の仕
方の説明。
第2回 Asking for Repetition or Explanation p.2
第3回 Natural Responses p.8
第4回 Thanks and Apologies　p.14
第5回 Greetings and Farewells p.20
第6回 Making Appointments p.32
第7回 Requests and Permission p.38
第8回 Requests and Permission p.46、47
第9回Suggestions and Advice p.44
第10回 Giving Directions (1) p.100
第11回 英語字幕のビデオを用いた口語表現の学習1
第12回 英語字幕のビデオを用いた口語表現の学習2
第13回 Giving Directions (2) p.102
第14回 Overseas Travel p.106
第15回　全体のまとめ、補足説明、試験範囲、試験内容の
確認等



2019-SJ00009614-38インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E R&W-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

The goal of the Reading and Writing course is to have students learn
about topics they may know in Japanese, but learn how to read and
write about them in English. This class will help students collect
commonly used phrases which will be helpful to them when they are
writing. This class will also teach students natural writing skills by
applying the phrases they have learned from the exercises in the text
and the phrases learned from the instructor.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To help students experience and understand natural ways to write in
English.(知識・理解)

To give students the ability to learn how to improve their reading and
writing skills through self-study.(技能)

To create an awareness of the need to consistently improve writing
skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and review as well as
writing assignments that could not be finished in class. Students
should expect to spend around two hours a week on work outside the
class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class: 60% (4x15%) (4 in-class writing assignments)
Class Quizzes: 20%
Final writing assignment: 20%
There is no exam given during the exam period. It will be given in the
final class of the semester.
No make-up exams will be given.　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write Plus (Second Edition)
[Author(s)]Bricklin Zeff and Douglas Moore
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-34-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
course. All students are expected to actively participate in group
and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Full course 　explanation. Writing sample
2. Basic English Writing Methods 　(part 1)
3. Basic English Writing Methods (part 2)
4. Review Quiz for Basic Writing Methods
5. 1st  writing assignment preparation: Introduction
6. 1st  writing assignment
7. 2nd writing assignment preparation: Family
8. 2nd writing assignment
9. 3rd writing assignment preparation: Friends
10.3rd writing assignment
11.4th  writing assignment preparation: Hometown
12.4th  writing assignment
13.Review for final writing assignment
14.Final writing assignment preparation
15.Final writing assignment



2019-SJ00009614-39インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E R&W-6」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、特にリーディングおよびライティングに重点を置
きながら、英語の総合的技能を養います。リーディングにおい
ては英語の論理的な文章構造を理解することから始め、多種多
様な文章を読むことで母語を介さず大意と主旨を掴めるような
訓練をします。受講生それぞれが効果的なリーディング方法を
自律的に身につけることを目的とします。ライティングは容易
な描写から始め、センテンスからパラグラフが書けるように段
階的に学びます。授業では広範な事象を多角的に捉える力を育
む目的で、補強教材としてオンライン教材（ウェブサイト文章
や映像、画像）をふんだんに取り入れます。授業中はペアワー
ク・グループワークを通して受講生自らが考え、分析し、解決
策を見出すという能動的な学びを実践します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を英語の語順通りに読んで大意を掴むことが出来る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：リスニング、文章の一読、知らない単語の推測＋辞書で
の確認（30min)
復習：レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの
学習（20min)

毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開しているの
で各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ソロ・ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30%  （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] WORLD ENGLISH 2 (Second Edition)
         Combo Split 2A
[Author(s)] Kristing L.Johannsen and Rebecca Tarver Chase
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-1-305-08947-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ず講師のウェブサイト上で確
認の上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1: Food From the Earth (A) (B)
3: Unit 1: Food From the Earth (C) (D)
4: Unit 1: Food From the Earth (Adjustments)
5: Unit 2: Express Yourself (A) (B)
6: Unit 2: Express Yourself (C) (D)
7: Review + Project 1
8: Unit 3: Cities (A) (B)
9: Unit 3: Cities (C) (D)
10: Unit 4: The Body (A) (B)
11: Unit 4: The Body (C) (D)
12: Unit 5: Challenges (A) (B)
13: Unit 5: Challenges (C) (D)
14: Review + Project 2
15: Term Test



2019-SJ00009614-40インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

英文の内容を把握するためには、様々な文法事項に関する知識
が必要です。この授業では、主にTOEICで頻出する文法事項を
中心に扱いながら、英文を正確に、かつ速く読むための訓練を
行います。また、英語のネイティブスピーカーの発音に規則的
に生じる発音の変化（脱落、連音化）に対応することができる
ようになるための訓練も合わせて実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の文法知識に基づいて、正しい語形や表現を用いること
ができる。(技能)

②難しい語句がなければ、英語の文法知識に基づいて英文の意
味を読み取ることができる。(技能)

③品詞や時制などの文法的概念を常に意識しながら英文を読む
姿勢を持つ。(態度・志向性)

④発音規則によって脱落や連音化が生じた英語を聞いて、大ま
かな内容を把握することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業で学習した内容を復習しておくこと（45分）
・復習で辞書を引く際は、意味だけでなく品詞などの文法的要
素にも意識を向けるようにしましょう。
・授業中に時間を計測しながら問題を解き、その後に解説しま
すので、予め問題を解いてくる必要はありません。その分、授
業中の学習内容の復習をしっかりおこなってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・小テスト（授業中に毎回実施）：25％（到達目標①・②）
・リスニングテスト（第15回目の授業で実施）：20%（到達目
標④）
・授業への積極的参加（リスニング課題の提出状況、授業での
発言回数など）：15％（到達目標③・④）
（※遅刻や欠席、授業中の居眠り、スマホで遊ぶなどの行為
は、授業に積極的に参加していないものと見なします。）
・定期試験：40％（到達目標①・②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential English Grammar for TOEIC Test
[Author(s)] アーロン・キャルコート他
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17785-2
[Comments] 1900円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、辞書（電子辞書可、スマホの辞書機能は不可）を
持参してください。
・授業中の携帯・スマホの使用は禁止します。携帯・スマ
ホを触っていたり居眠りしている場合には授業に積極的に
参加していないものと見なします。また、遅刻や居眠りに
ついても同様の扱いとします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 2: 品詞
3. Unit 3: 比較
4. Unit 4: 分詞
5. Unit 5: 分詞構文
6. Unit 6: 接続詞
7. Unit 7: 前置詞と組みで使われる表現
8. Unit 8: 代名詞
9. Unit 9: 関係詞
10. Unit 10: 時制1
11. Unit 11: 時制2
12. Unit 12: 仮定法
13. Unit 13: 動詞の形
14. Unit 14: 注意すべき前置詞
15. Unit 15: その他注意すべき英文法項目／リスニングテス
ト
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ドミニック　マリーニ

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English that is useful when taking the TOEIC.

Students will a have many chances to speak English and listen to
English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn about the different parts of the TOEIC.(知識・理
解)

Students will learn useful vocabulary.(知識・理解)

Students will learn how to learn vocabulary.(知識・理解)

Students will learn test-taking skills.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Each week students will spend 30 minutes doing homework and
preparing for the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Homework & Quizzes = 50%
Final test = 50%

The final test will be given during the last class. There is no final
exam during the official exam period. There will also be no
reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Tactics for TOEIC Practice Test 2
[Author(s)] Grant Trew
[Publisher] Oxford University Press
[ISBN] Oxford University Press
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students who are active in class enjoy the class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Class rules and the textbook
2 Parts of Speech
3 Part 1
4 Vocabulary
5 Part 2
6 Situations
7 Part 3
8 Conversations
9 Part 4
10 Company life
11 Part 5
12 Reading and Grammar
13 Part 6
14 Part 7
15 Final Test
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スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this ESP course, students will practice speaking, listening, reading,
and writing skills to prepare for the International English Language
Testing System (IELTS) test. This official English test has merit all
around the world. The teacher will give advice about vocabulary and
students will practice a variety of skills to increase their English
vocabulary. They will learn effective ways to read, write and speak in
English. For example, they will learn how to use different words and
expressions with the same meaning. Students will complete IELTS
style writing practice for homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve their ability to speak English. (知識・理解)

 2. Students will improve their ability to listen in English.(知識・理
解)

3. Students will improve their ability to read English. (知識・理解)

4. Students will improve their ability to write in English. (知識・理
解)

5. Students will practice different types of IELTS test questions, so
they will know how to prepare for the IELTS Test.(技能)

6. Students will develop their confidence to think and speak in
English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Writing homework 20% (10 + 10) (到達目標4)
Listening tests 20% (10 + 10) 到達目標2)
Reading tests 20% (10 + 10) 到達目標3)
Speaking test 20% (到達目標1)
End of term (writing) exam 20%

※There are is no score for attendance.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
To pass this course:
1. students should not be late or absent;
2. students must actively participate in all class activities;
3. students must complete homework;
4. students must complete one speaking test.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What is the IELTS test? How does it compare with the TOEIC
test?
Checking some examples of IELTS test reading, writing,
listening and speaking questions.
Checking the usual writing style of numbers.
2. IELTS writing test part 1 practice: pie charts.
3. IELTS writing test part 1 practice: line graphs + writing
homework #1
4. IELTS listening test advice and practice.
5. IELTS listening test #1
6. IELTS speaking test advice and practice #1
7. IELTS speaking test advice and practice #2
8. IELTS speaking test
9. IELTS reading test advice and practice.
10. IELTS reading test #1
11. IELTS writing test part 2 practice + writing homework #2
12. IELTS listening test #2
13. IELTS reading test #2
14. IELTS End of term exam review and practice.
15. IELTS End of term exam review and practice.
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古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEIC® L&R 形式の問題演習を通じて、実用
性の高い英語の語彙・文法の学習を行っていきます。

授業では、毎回１ユニットずつ問題演習と解説を行っていきま
す。
毎回の授業の最初に、前回の授業の学習内容に関する単語テス
トを行います。
14回目の授業でリスニングテストを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICに出てくるような実用性の高い英語の語彙・文法を習得
する。(知識・理解)

リスニング能力・読解能力を向上させる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、単語テストが行われるので、前回の授業内容の復習も兼
ねて準備をしておくこと。（60分）

リスニングに関しては、授業中の練習だけでは不十分なので、
教科書付属の音声ファイルをスマホや携帯プレーヤーにダビン
グし、“すきまの時間”にできるだけたくさん聞くようにする
こと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

単語テスト（平均） 20%
単語の知識の定着度を評価します。
リスニングテスト 30%
リスニング能力の向上の程度を評価します。
定期試験 50%
文法知識と読解力の向上の程度を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] An Amazing Approach to the TOEIC L&R TEST
[Author(s)] H. Hagi, E. Smith, M. Fukui, T. Nakai, M. Kurata
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 9784791971886
[Comments] 2200円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業の最初に単語テストを行うので、遅刻や無断欠
席をしないようにすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の説明
Home Appliances
Recreation
Restaurants
Supermarket Shopping
Housing
Business
Bank and Post Office
Job Hunting
Health
Tourism: Travel by Land
Tourism: Travel by Air
Tourism: Hotels
リスニングテスト
まとめ
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團迫　雅彦

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では，TOEICのスコアアップに必要である各パートの
特徴とその攻略法について，頻出問題を解くことで理解するこ
とを目的とする。また，TOEICで使われる基本的な語彙を学習
したり，英文法の基礎事項などもあわせておさえていく。ま
た，確認テストを受けることで，学習内容の定着化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングで大まかな内容が理解できる。(知識・理解)

②語彙・文法が理解できる。(知識・理解)

③時間内に問題を解くことができる。(技能)

④ビジネス文書や英字新聞の記事に興味を持って、主体的に読
むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitのStep 1, 2の予習（予習課題）。（60
分）

復習：復習小テスト（語彙・文法・音声）の準備。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：10%（到達目標①②③④）
・予習課題：10%（到達目標①②④）
・復習小テスト：10%（到達目標①②③）
・中間試験：20%（到達目標①②③）
・定期試験：50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC Test Pre-Intermediate／
『レベル別TOEIC L&Rテスト実力養成コース：準中級
編』
[Author(s)] 溝口優美子・柳田真知子
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments] テキスト価格　2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の冒頭に復習テストを行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や評価，復習テストと予習課
題についての説明を行う。
2. Unit 1: Travel（旅行に関する表現・名詞）
3. Unit 2: Dining Out（食事に関する表現・形容詞）
4. Unit 3: Media（メディアに関する表現・副詞）
5. Unit 4: Entertainment（エンターテインメントに関する表
現・時制）
6. Unit 5: Purchasing（買い物に関する表現・主語と動詞の
一致）
7. Unit 6: Clients（顧客との取引に関する表現・能動態／受
動態）
8. 中間試験：1～7回目の授業までの内容に関する試験
9. Unit 7: Recruiting（求人に関する表現・動名詞・不定
詞）
10. Unit 8: Personnel（人事に関する表現・代名詞）
11. Unit 9: Advertising（広告に関する表現・比較）
12. Unit 10: Meetings（会議に関する表現・前置詞）
13. Unit 11: Finance（予算に関する表現・接続詞）
14. Unit 12: Offices（オフィスに関する表現・前置詞と接続
詞の違い）
15. 総まとめ
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石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本授業はCALL教室機能を使用した、TOEIC Listening and
Reading を受験する大学１年次生レベル以上の学力を備えた学
習者のためのスコアアップ対策講座である。TOEIC L＆R は今
や就職活動におけるエントリーシートにそのスコアを記入する
欄が設けてあるため、そこが空欄の場合、就職活動の最初の段
階でつまずくことにもなりかねない。つまり、TOEICのスコア
をできるだけ上げておくことは、大学生にとって就職前の基本
的心得の一つとなっているのである。TOEICスコアは練習に比
例してアップする。特にリスニング問題は苦手とする学習者が
多いので、しっかりとリスニング訓練をしておくことは、スコ
アアップに直結する部分がある。
使用するテキストのは、各ユニットがTOEIC L&R の全7パート
を網羅している。そして、毎回1 unit を学習する。実践感覚を
養うため、時間設定をしながら問題を解いていく。問題を解い
た後は解答と解説を行うが、解答は指名された受講者がワイヤ
レスマイクを通してReadingと併せて行い、解説は授業担当者
が行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質(語彙・文法・用法)およびその文化的背景(社
会・文化)に関する知識を身に着けることができる。(知識・理
解)

英語の4技能のうち特に聞く・読む能力を身につけることがで
きる。(技能)

TOEIC Listening and Reading でより高いスコアを取得する技術
を身につけることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：30分
復習：60分
授業中に時間設定を行い、問題を解く練習をするため、事前に
全ての問題を解く必要はないが、予習のため、Warm-Up、
Useful Expression、Grammar の部分はしっかり読んで理解して
おくこと。
毎回配付される前の週に学習したリスニング問題の印刷原稿を
使用して聞き取れなかったリスニング問題の復習をしておくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Listening と Reading で構成された復習テストで100%評価する。
復習テストを欠席した場合、申し出内容吟味の上、有資格者に
補填受験の機会を与える。定期試験期間中の試験は実施しな
い。したがって再試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING: Level 2
[Author(s)]Yasuyuki Kitao 他
[Publisher]　Asahi Press
[ISBN] 9784255155951
[Comments]　1700円(税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻をしないこと。辞書を携帯すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1. Introduction
  2. Unit　1 Eating Out
  3. Unit　2 Travel
  4. Unit　3 Amusement
  5. Unit　4 Meetings
  6. Unit　5 Personnel
  7. Unit　6 Shopping
  8. Unit　7 Advertisement
  9. Unit　8 Daily Life
 10. Unit　9 Office Work
 11. Unit 10 Business
 12. Unit 11 Traffic
 13. Unit 12 Finance and Banking
 14. 復習テスト 1
 15. 復習テスト 2
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園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのListeningとReadingの問題を演習を通じて、英語の運用
能力の向上を目指します。授業では決められた時間内に各課の
問題を解き、スマートフォンや携帯電話を使って解答してもら
います。その場で各問の正答率が分かりますので、正答率の低
い問題を中心に解答・解説を行うとともに、映画の一場面や英
語の曲などを活用して重要な文法事項、単語や表現についても
身につけていきます。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の重要な表現や文法事項について理解している(知識・
理解)

②英語を聞き取り、適切に応答できる(技能)

③要点をつかみながら、英語をある程度の速さで読むことがで
きる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】テキスト各課にあるVocabularyについては授業までに
覚えてくるようにしてください。また、決められた時間内に問
題の全部を解答できない人は、予習に力を入れて、わからない
単語や文法事項を調べて授業に臨んでください。（４０分）
【復習】同じパターンの問題を再び間違わないようになること
が英語力とスコアアップのポイントです。復習では授業で説明
する間違った問題を集めたノートを作り、1か月ほど期間を空
けて同じ問題を解いてみてください。（５０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点：５０％（到達目標の①～③をはかる練習問題の正答数
に基づいて評価）
定期試験：５０％（到達目標の①～③はかる問題の正答数に基
づいて評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The High Road to the TOEIC Listening and Reading Test
[Author(s)]Koji Hayakawa, Naoyuki Bamba, Nobuko Nakamura,
Ken Suzuki
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4045-7
[Comments]1900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業までにテキストを購入しておいてください。初
回の授業で授業の進め方についての説明を行い、
CheckLinkの登録をしますので、テキストとスマートフォ
ンなどを持って、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Introduction
Week 2: Unit 1 Travel（時制）
Week 3: TOEIC Mini Test(実践的な50問の問題を解く）
Week 4: Unit 2 Dining Out（主述の一致）
Week 5: Unit 3 Media（能動態と受動態）
Week 6: Unit 4 Entertainment（動名詞と不定詞）
Week 7: Unit 5 Purchasing（代名詞）
Week 8: Unit 6 Clients（名詞）
Week 9: Unit 7 Recruiting（形容詞）+ Unit 8 Personnel（副
詞）
Week 10: Unit 9 Advertising（比較）
Week 11: Unit 10 Meetings（前置詞）
Week 12: Unit 11 Finance（接続詞
Week 13: Unit 12 Offices（接続詞・前置詞）
Week 14: Unit 13 Daily Life（関係代名詞）+ Unit 14 Sales &
Marketing（語彙１）
Week 15: Unit 15 Events （語彙２）+ Listening Test
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ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

This course is meant to help students develop the reading, listening
and writing skills necessary to succeed on English-proficiency exams.
The weekly reading and vocabulary exercises will focus on interesting
academic topics, and there will also be listening and video exercises.
Two lessons will focus on writing skills, with students producing in-
class timed writing exercises in the style of the writing section of
proficiency tests. There will also be a midterm test, a video/listening
test, and a final exam.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will develop a better understanding of academic topics,
along with a deeper vocabulary of academic English.(知識・理解)

2. Students will improve the reading, listening and writing skills
necessary for success on TOEIC, TOEFL, IELTS and other English
proficiency exams.(技能)

3. The course will help students overcome anxiety about English tests,
and motivate them to continue their academic English studies in the
future. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min-1 hour) Also, they should prepare for
the upcoming unit in the textbook by checking the unit for any
unknown vocabulary. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
In-class writing: 10% (goals 1, 2)
Midterm test: 20% (goals 1-3)
Video/Listening Test: 20% (goals 1-3)
Final Exam: 30% (goals 1-3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Pathways 2A: Reading, Writing, and Critical Thinking
[Author(s)]Blass and Vargo
[Publisher]Heinle Cengage
[ISBN]9781337624909
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in. Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The teacher's office hour is on Mondays, period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2: Is there a recipe for happiness? (reading about health science)
3: Four keys to happiness (reading about health science)
4: The power of creativity (reading about technology)
5: Big ideas, little packages (reading about technology)
6: Writing Unit A (Homework: study for test)
7: Midterm Test
8: The changing face of communication (reading about society)
9: Lamu: tradition and modernity (reading about society)
10: Where have all the fish gone? (reading about the
environment)
11: An interview with Barton Seaver (reading about the
environment)
12: Writing Unit B
13: The art of memory (reading about psychology)
14: Train your brain (reading about memory) (Homework: study
for test)
15: Video/Listening Test and Final Exam Review (Homework:
study for final exam)



2019-SJ00009614-48インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E ESP-9」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：TOEICの受験を念頭にトレーニングを行なう。FEで
身に付けた力をさらに伸ばす。
授業の進め方：テキストに沿って進める。
学習の方法：語彙のチェックを行なって授業に臨み（小テスト
あり）、授業後には知識の定着を図ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) TOEIC LRの単語・文法・構文（中級レベル）を身につけ
る。(知識・理解)

(2) TOEIC LR に対応するリスニング力およびリーディング力
（中級レベル）を身につける。(技能)

(3) 授業内外で、与えられた課題を中心に、主体的に英語学習
に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定する語彙を頭に入れ、使いこなせるまで練習するこ
と。
復習：音源を用い、リピーティング、シャドーイング、暗唱を
行い、表現が口をついて出てくるようにすること。（予習・復
習合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
毎回の小テスト（到達目標(1)）・課題（到達目標(2)(3)）・授
業での練習（到達目標((2)(3)）（約50%）＋定期試験（到達目
標(1)(2)(3)）（約50%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]公式TOEIC Listening & Reading 問題集２
[Author(s)]Educational Testing Service
[Publisher]国際ビジネスコミュニケーション協会
[ISBN]978-4906033508
[Comments]テキスト価格：2,800円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction Test 1 Part 1
２．Test 1 Parts 1 & 5
３．Test 1 Parts 2 & 6
４．Test 1 Parts 3 & 7
５．Test 1 Parts 4 & 7
６．Test 1 Wrap-up 1
７．Test 1 Wrap-up 2
８．Mid-term Test
９．Test 2 Parts 1 & 5
10．Test 2 Parts 2 & 6
11．Test 2 Parts 3 & 7
12．Test 2 Parts 4 & 7
13．Test 2 Wrap-up 1
14．Test 2 Wrap-up 2
15．Review



2019-SJ00009614-49インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn how to express their own opinions and ideas.
Students will study how to develop their presentation skills. There
will be homework each week. Homework will include review of
lesson content, speaking English and listening to English. In most
classes, there will be short unit tests to assess what students have
learned. There will be two main tests in class during the course: a 中
間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to give a short presentation in English.(技能)

2. Students will increase the vocabulary necessary to talk about
everyday experiences.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to improve their
study skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on speaking English, and listening to the textbook audio and video (60
min). Students should review the content of the textbook and
vocabulary which has been taught in class (60 min). In addition,
students should prepare for their 中間 test in week 8 and final test in
week 15.

Audio https://www.english.com/english_firsthand/classroom_audio/
level1_audio/index.html

Textbook videos https://www.english.com/english_firsthand/video/#/

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
30% Class Participation/Homework (到達目標1, 2 & 3)
20% Unit Quizzes (到達目標1, 2 & 3)
25% 中間 Test (到達目標1, 2 & 3)
25% Final Test (in class) (到達目標1, 2 & 3)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, unit tests, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Firsthand 1 (5th edition)
[Author(s)] Marc Helgesen, John Wiltshier & Steven Brown
[Publisher] Pearson
[ISBN] 9789813130227
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class.
Please write your name, student number and class on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation. Unit 0: Learning Goals and Strategies
2. Unit 1 Meeting People
3. Unit 2 Describing People
4. Unit 3 Schedules and Frequency
5. Unit 4 Locations
6. Unit 5 Giving Directions
7. Unit 6 Personal Experiences
8. 中間 Test (25%)
9. Unit 7 Abilities and Interests
10. Unit 8 Invitations and Preferences
11. Unit 9 Future Plans
12. Unit 10 Shopping
13. Unit 11 Describing Processes
14. Unit 12 Giving Opinions
15. Final Test (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.english.com/english_firsthand/classroom_audio/
level1_audio/index.html)



2019-SJ00009614-50インターミディエイト・イングリッシュⅣ「E C&O-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ストット，デビッド　アダム

◎－－－　概要　－－－◎

This course will help students use English for communicating by
emails & telephone. In every class topics related to working and
travelling in different countries will be studied. Students will practice
both listening and writing.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The aim of this class is to improve students’ ability to use English
when traveling abroad for business.(知識・理解)

The four skills of speaking, listening, writing and reading will all be
practiced in the classes but especially speaking and listening. (技能)

Students will speak English in pairs, in small groups and with the
teacher in every class. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For at least 2 hours every week students should review the previous
class before the next class. Students should also preview the next class
before the class starts. Sometimes other homework will be assigned.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Active participation in class: 50%
Group projects: 30%
Quizzes: 20%

Students must actively participate in all lessons. In each lesson,
students will get a participation score. To get a high score, students
should answer questions and cooperate in pair/group work.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Working Abroad: Learning to Communicate via Emails &
Telephone Conversations/『Eメー ル&英会話コミュニ ケー
ション:就職編』
[Author(s)]行時 潔/ 長田順子/Nicholas Bovee
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-706-3
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class Orientation
2. Asking a Favor
3. Decision Time
4. A Lucky Break
5. Fun in the Sun
6. Welcome to the Land of the Rising Sun!
7. Bottoms Up!
8. The World’s Most Comfortable City
9. Touching Base
10. The Lion City
11. Heading Down Under
12. Dreams Come True
13. An Unexpected Invitation
14. The Sweet, Spicy, and Sour Wonderland
15. Back to a Good Old City



2019-SJ00009601-51フレッシュマン・イングリッシュⅠ「C R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

小谷　耕二

◎－－－　概要　－－－◎

　世界的に有名な世界遺産を紹介したDVD教材を用いて、リー
ディングとリスニングを中心に総合的な英語力の向上を目標と
する授業です。
リーディングの学習ではテクストの精読と速読による大意把握
を適宜交えて、読解力を伸ばしていきます。精読では、英語の
基本的な語彙、語法、構文等に留意して、文意の正確な理解力
の習得をめざすとともに、速読では、英文を語順どおりに前の
ほうから理解する力や、パラグラフの構成に着目し英文の大意
を把握する力を身につけます。
　リスニングでは、ヴィデオ教材を用いて、各ユニットの要点
を聞きとる練習を行います。
　数回の小テストに加え、中間試験を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 英語の基本的な語彙、語法、構文を理解し、身につける。
(知識・理解)

② 上述の①にもとづいて、センテンス・レベルで文意を理解で
きる。(技能)

③ 上述の①、②にもとづいて、英語の論理構造やパラグラフ構
成に着目して英文の大意を把握することができる。(技能)

④ 英語の音声やリズムに慣れる。(技能)

⑤ 英語によるヴィデオ教材の大意を把握することができる。
(技能)

⑥ 自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：次回の授業で読む章の本文を読み、おおまかな内
容を理解しておく。（45分）
　事後学習：教科書付属のCDを利用し、学習した章の本文の
音声を聞く。さらに、小テストに備えて、重要語句や表現を復
習する。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
なお、欠席は1回につき2点減点、遅刻は1回につき1点減点しま
す。

平常点：10％（到達目標⑥）
小テスト：20％（到達目標①②④⑤⑥）
中間試験：20％（到達目標①②③）
定期試験：50％（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] World Heritage on DVD
[Author(s)] 染谷正和・Fred Ferrasci
[Publisher] 南雲堂
[ISBN]　9784523176411
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英和辞典をかならず持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：授業の進め方、成績評価、学習の
仕方などについて説明を受け、リスニングの訓練を行う。
2. Unit 1 StatueofLiberty, USA
3. Unit 2 ForbiddenCity, China
4. Unit 3 Bath, England
5. Unit 4 CanadianRockies, Canada
6. Unit 5 ThePyramids, Egypt
7. Unit 6 Ayutthaya, Thailand
8. 中間試験
9. Unit 7 EdinburghCastle, Scotland
10. Unit 8 MachuPicchu, Peru
11. Unit 9 1aiMahal, India
12. Unit 10 1EWahipounamu, NewZealand
13. Unit 11 Shirakawa-go, lapan
14. Unit 12 Cappadocia, Turkey
15. Unit 13 BIueMountains, Australia



2019-SJ00009601-52フレッシュマン・イングリッシュⅠ「C R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

現代イギリス内外の最新事情について学びながら、特にリー
ディング能力、およびリスニング能力を向上させることを目的
とします。BBCが報道するニュースをビデオで見ながら、内容
の把握（ニュース原稿の読解）とイギリス英語の聞き取り練習
をおこないます。各回のトピックに関連して、伝統的なイギリ
ス文化の側面にも触れながら、異文化理解に役立つ情報、知識
も提供します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①異文化についてその特徴を知り、理解する。(知識・理解)

②英文の内容を正確に速く理解するトレーニングを積み、読解
力を身につける。(技能)

③日常会話にも役立つような、簡単な英語表現を聞き取ること
ができるようになる。(技能)

④英文の読解、練習問題について、自発的に発表し、解答す
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で学習するチャプターのニュース（英語テキスト
の部分）を、語彙に注意しながら、授業開始までにチェックし
ておくこと（45分）。
復習：毎回学習した英単語、英語表現の確認をして、次回の小
テストに備えること（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
発表20%（到達目標④）、小テスト10回30%（到達目標
①②③）、定期試験50％（到達目標①③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]British News Update
[Author(s)]Timothy Knowles
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740747
[Comments]テキスト価格2600円（税抜）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：導入、テキストの使い方（以下、各回の学習ト
ピックを記す））
第2回：Repairing Big Ben 小テスト1
第3回：A Secret Garden in　London　小テスト2
第4回：Unpaid Internships　小テスト3
第５回：The Wedding Gallery　小テスト4
第６回：A Modern Steam Train　小テスト5
第７回：A T-shirt Exhibition　小テスト6
第８回：Generation Z　小テスト7
第９回：Veganuary　小テスト8
第１０回：Wind Power in Britain
第１１回：Preventing Transgender Bullying　小テスト9
第１２回：A Plastic Tenner
第１３回：How to Delay Ageing　小テスト10
第１４回：Schools Deal with Fake News
第１５回：Experiences of Sexual Harassment



2019-SJ00009601-53フレッシュマン・イングリッシュⅠ「C R&L-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

樋渡　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、映像教材を使って日常的に英語の世界で良く使
われる慣用表現やマナー、また英語の解釈のバリエーションを
学びます。各ユニットごとに毎回覚えておくと便利な表現がで
てきますので、その表現を中心としてペアワークで英語の発音
や発声の練習を行います。この映画は新入社員が希望ではない
職種につきながらもいろいろな葛藤の中で自分の道を見つける
ストーリーです。主人公の葛藤を通して、自分だったらこの場
合どうするかについて英語の文章にまとめて毎回コメントシー
トとして提出することにより、文章を書く練習も行います。
また、インターネットを使って、オンライン上で英語のサイト
に親しみ、英語で情報を収集する練習も行います。映画の場面
であるニューヨークの文化に関する情報を英語で検索して情報
をまとめたり、将来旅行したい海外の国に関する情報を調べて
まとめる練習を各自パソコンを使って行うほか、オンライン上
での旅行の日程表を英語で調べて企画書を作成する練習をする
ことにより、実践的な英語の運用能力を高めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①テキストにでてくるアメリカでの職場に関する理解を深め
る。(知識・理解)

②テキストにでてくる英語の台詞や背景を理解し、英語の音の
聞き取りに慣れる。(技能)

③今後映像教材などを使って積極的に外国の文化について調べ
るような志向性を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外に時間をとって予習、復習を必ず行うようにしてく
ださい。
予習：各ユニットのスクリプトに目を通しておくこと（２０
分）
復習：毎回行う会話のおさらいをすること（２０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

ライティング30％（到達目標①）
ペアワーク30％（到達目標②）
確認テスト40％（到達目標①、②、③）

文化的背景に関する文章を理解し、なおかつそれについて意見
を英語で書くためのライティング、ペアワーク、確認テストに
より、上記到達目標の知識面・技能面・態度面を総合的に判断
します。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author(s)] Aline Brosh McKenna
[Publisher] Shohakusha
[ISBN] 978-4-88198-712-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は３日に一度、学習したことを復習することが大切で
す。授業以外にも海外のニュースを調べたり、洋楽を聴い
て意味を確認する、洋画を観る、などの積極的に英語に対
する関心を高めるための何かをみなさんが授業以外で実践
することを期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. 別れ際の挨拶
3. 依頼する・オンライン学習1
4. 反論する
5. 困惑を示す・オンライン学習2
6. 聞き返す
7. 希望を伝える
8. 驚きを示す・オンライン学習3
9. 確認する
10. 提案する
11. 意志・予定を述べる・オンライン学習4
12. 賞賛する
13. 丁寧に依頼する・オンライン学習5
14. まとめ
15. 確認テスト
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光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では映画Roman Holiday(『ローマの休日』)のシナリオ
を利用して英語の学習（リーディングとリスニング）を行う。
まず映画で使用される語彙を習得する。最初は英語から日本語
に変換する練習を行い、次に日本語から英語に反感できるよう
に練習する。次に映画を見ながら、英文を読み、意味を把握す
る。この学習を通して大学生レベルの英文読解力を身につけ
る。次に映画に合わせて、実際に英文を音読する（重ねて読
む）。この練習を通じて英語の音声を習得し、リスニング力の
養成につなげる。次に映画の内容を問う英文の質問に英語で答
える。最初に学習した語彙を使用して、練習問題を解答し、簡
単な英文を作る。授業の最後の15分を利用してインターネット
のNet Academy Nextでリスニング練習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常英会話で使用される語彙を身につける(知識・理解)

易しい口語英語を読めるようになる。(技能)

日常生活で使用される表現を習得して、最低限のことを英語で
話せるようになる。(技能)

ナチュラル・スピードの英語に慣れることにより、リスニング
能力を向上させる。(技能)

インターネット教材を通して、自主的に学習することを習慣化
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

インターネットのNet Academy Nextでリスニング練習を行う。
（30分～１時間程度）
予習：あらかじめ教材のDVDを見て、教科書の英文を読み、知
らない語句があれば、意味を辞書で調べておく。（30分～１時
間程度）
復習：上手に音読できない語句とセンテンスがあれば、できる
ようになるまで練習する。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業中のパフォーマンス30%、Net Academy Next20%、定期試
験50%。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Roman Holiday
[Author(s)] 渡辺幸俊
[Publisher]南雲堂
[ISBN]9784523176190
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書をあらかじめ読んでいることを前提として授業を行
うつもりです。教科書の練習問題の解答だけでなく、基本
的なあるいは重要な語句の意味なども授業中に質問します
ので、きちんと答えられるように準備をしておいてくださ
い。予習してきていないと思われる場合は、授業に積極的
に参加していないものと見なし、平常点を減点します。遅
刻や居眠り、携帯電話・スマートフォン使用などに関して
も、同様の扱いとします。さらに語句の説明や課題を行う
際に辞書（電子辞書可）が必要になりますので、必ず毎回
持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 映画『ローマの休日』について
2 アン王女とジョーの出会い
3 タクシーの行き先
4 アン王女とパジャマ
5 ジョーと支局長
6 ジョーと支局長の賭け
7 ジョーの借金
8 ジョー、アーヴィンとアン
9 アンのショートカット
10 アンとアイスクリーム
11 アンとカフェ
12 アンとタバコ
13 真実の口
14 アンとジョーの別れ
15 アンの記者会見
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原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能のうち、リーディングとリスニングの力を養う。
リーディングでは、様々な題材の英文を読んで内容を理解する
とともに、文章の構成について学び、さらに、英語の構文や文
法、語彙の習得も目指す。リスニングでは、一度読んで内容や
語彙、構文を理解した英文を聴くことで、無理のないリスニン
グのトレーニングをしていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本の文化についての400語程度の平易な英文を読み解くこ
とができる。(技能)

②テキスト内の全ての語彙(最低でも見出し語120語)を身につけ
る。(知識・理解)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのVocabulary Checkを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文の理解力等を総合的に評価
する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Surprising Japan! 日本の不思議
[Author(s)]Alice Gordenker, John Rucynski
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-675-2
[Comments]テキスト価格￥1900、山本橋が表紙のテキスト
です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 和菓子 v. 洋菓子（Are Japanese sweets healthier?）
3 Unit2 ワイプ（What are those annoying boxes on Japanese
TV?）
4 Unit3 ホワイトデー（Why don't Japanese men give presents
on Valentine's Day?）
5 Unit4 コインの穴（Why are there holes in Japanese coins?）
6 Unit5 遠足（WHｙdo Japanese schoolchildren taｋe trips to
parks?）
7 Unit6 マンホールの蓋（Why are Japan's manholes so
pretty?）
8 Unit7 耳かき（Why do Japanese put sticks in their ears?）
9 Unit8 音読（Why do Japanese students still read aloud?）
10 Unit9 のし袋（Why do Japanese put money in envelopes?）
11 Unit10 橋名（Why do Japanese bridges have names?）
12 Unit11 保護者会（Why don't Japanese parents praise their
children?）
13 Unit12 石垣（How are those stone walls built?）
14 Unit13 夜回り（Why do Japanese bang sticks at night?）
15 Unit14 いじめ（Why are good students bullied?）
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伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスでは英語を総合的に学習する。その中でも「読
む」学習と「聞く」学習を行うとともに、コミュニケーション
のための英語表現の学習も行う。
　「読む」学習では、英語圏の標準的な英文を読んでその意味
するところを正確に把握し、概要や要点をまとめて書き手の意
図を理解する。さらに、そのために必要な語彙の増強、文法力
の強化、異文化に対する理解も図る。
　「聞く」訓練では、CALL(Computer Assisted Language
Learning)を活用してDVD教材(教科書以外も含む）の自然な英
語を聞き、その概要や要点をとらえる能力を養成する。

　毎回1章ずつ進むので単語などの予習が必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①標準的な英文を読んで、その概要や要点を理解できるように
なる。
(知識・理解)

②必要な語彙力や文法力をつける。(技能)

③英語を聞き、その概要や要点をとらえることができる。(知
識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次の回でするUnitのうち、リスニング以外の内容に
ついて、単語を調べるなどの予習をする。(60分）
事後学習：学習したUnitの内容について、リスニングも含め復
習をする。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

この授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と
割合により成績評価します。

授業の参加状況、予習、および授業態度・積極的参加4割（到
達目標④）、試験（小テスト）の成績6割（到達目標①～③）
で総合的に評価する。60点以上を合格とする。
※このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て再試験は実施しません。

3分の1以上欠席すると、毎回の授業における評価（授業の参加
状況、予習、および授業態度・積極的参加・小テスト）ができ
ないため、単位取得が難しくなる可能性が高くなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Broadcast: ABC World News Tonight
[Publisher] 金星堂
[ISBN]9784764740730　　

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3分の１以上の欠席は単位認定がなされない場合がありま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．講義の目標と進め方について。1章に入る
2．Unit. 1 Sister Jean
3．Unit 2　 Blood testing
4．Unit 3　Millionaire millennial
 5．Unit 4　Robocalls
6．Unit 5　The blue world
7． Unit 6 　Moment of impact
8．Unit 7　Father's new hand
9．Unit 8 　Trump
10．Unit 9  Bobsledding
 11．Unit 10　 Recycling
12．Unit 11 　Syria
13．Unit 12 　Drug
14．Unit 13 　Trade war
15．まとめ
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古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

英語に習熟するためには、大量の英語に触れることがどうして
も必要です。この授業では、そのための訓練方法を学び、実践
していきます。具体的には、大量の英語のインプットを通じ
て、リスニング・リーディングの両面で、英語を英語のまま理
解する回路を頭の中に作り出すことを目指します。

また、教科書に載っている英文は、日常生活から旅行、ビジネ
ス、スポーツ、世界の名所など多彩な話題を扱っており、数多
くの有益な情報を英語で得ることができます。

本授業は、音声訓練と読解訓練の２つの部分からなります。

音声訓練では、毎回、教科書の会話体セクション２つ分を用い
て、リスニングと発音・リピーティング練習を行います。
　
読解訓練では、毎回、教科書の文章体セクション２つ分を教材
として、速読の訓練を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙・文法の知識を向上させる(知識・理解)

リスニング・読解の能力を向上させる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

単語と文法の知識をしっかりと復習すること。（60分）

毎回のリスニングテストの準備をしておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業では、以下の２点を総合して成績評価を行います。

リスニングテスト　30%
英語のリスニング能力が評価されます。
　
定期試験（読解問題）　70%
単語の知識と読解能力が評価されます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 究極の英語リスニング vol.3
[Author(s)]
[Publisher] アルク
[ISBN] 978-4-75-741462-4
[Comments]CD付き

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

みなさんのCISメールに連絡事項をメールすることがある
かもしれませんので、CISメールは定期的にチェックする
ようにして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

イントロダクション：
・授業の進め方の説明
・効果的な英語勉強法の解説
音声訓練１ （教科書 01＆02）
読解訓練１
音声訓練２ （教科書 03＆04）
読解訓練２
音声訓練３ （教科書 06＆08）
読解訓練３
音声訓練４ （教科書 10＆12）
読解訓練４
音声訓練５ （教科書 13＆14）
読解訓練５
音声訓練６ （教科書 15＆16）
読解訓練６
音声訓練７ （教科書 18＆20）
読解訓練７
音声訓練８ （教科書 22＆23）
読解訓練８
音声訓練９ （教科書 24＆25）
読解訓練９
音声訓練１０ （教科書 26＆28）
読解訓練１０
音声訓練１１ （教科書 29＆30）
読解訓練１１
音声訓練１２ （教科書 31＆33）
読解訓練１２
読解訓練１３
まとめ
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坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

大学では、「英語を学ぶ」ことから進歩して「英語で考える」習
慣を身につけることが要求されます。そのためには、英語技能の
基礎となる、リーディング力とリスニング力をしっかりと身につ
けておく必要があります。そこで、この授業では、実際のニュー
ス映像(CNN10-Student News)と、そのスクリプトを利用しながら
英文読解とリスニングの演習を行います。皆さんが授業に慣れて
きたら、TIMESといった英字新聞や、CNN以外のニュース音声な
どを使った応用練習も加えていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語ニュースでよく使われる語彙や表現を身につける。(知識・
理解)

②英語のニュース放送からニュースの要点を聴き取ることができ
るようになる。(技能)

③英語ニュースのスクリプトからニュースの概要を読み取ること
ができるようになる。(技能)

④英語を自律的に学習する習慣を身につける。(態度・志向性)

⑤世界の時事問題についてより深く理解したいという意欲をもて
るようにする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞（60分）
テキスト内の指定された英文について、入念に辞書を引いて内容
を把握する。

＜復習＞（90分）
この授業では、復習が特に大切です。以下の手順で復習して下さ
い。

①出版社（朝日出版社）のウェブサイトからテキストの音声をダ
ウンロードし、その音声を少なくとも5回は聴き直すようにして
ください。さらに、ポーズやアクセントのタイミングにも注意し
ながら、できるだけ音声に忠実に音読練習もしてください。

②授業中に読んだ英文を一文一文丁寧に読み直して下さい。

③授業中に紹介された重要語句や表現を覚えて下さい。
　
④授業以外でも英語に触れる機会をできるだけ多くもつように心
がけて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。

授業中の取り組み（予習の質や、授業への積極性を評価しま
す）：20％（到達目標②③④⑤）
中間テスト：30％（到達目標①②）
定期試験：50％ （到達目標①③）

 

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CNN10 Vol.1
[Author(s)] Fuyuhiko Sekido et al.
[Publisher]Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15623-1
[Comments]必ず購入しておいて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・充分な予習をした上で授業に臨むようにして下さい。
・授業に参加することは当然なので、欠席や遅刻をしないこ
と。
・授業を欠席すると平常点の評価ができなくなるため、単位取
得が難しくなる場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回 Unit 1:　Why　Do English Keyboards Have QWERTY?
リスニング演習

第２回 Unit 1:　Why　Do English Keyboards Have QWERTY?
読解演習+歴史記述に関する語彙と表現を学ぶ。

第3回　Unit 2: How to Avoid Fake News
リスニング演習

第4回　Unit 2: How to Avoid Fake News
読解演習+ニュースメディアに関する語彙と表現を学ぶ。

第5回　Unit3: Cooking for the Community
リスニング演習

第6回 Unit3: Cooking for the Community
読解演習+教育やコミュニティ活動に関する語彙と表現を学
ぶ。

第7回 Unit 5: Japan's Maglev Train
リスニング演習

第8回 Unit 5: Japan's Maglev Train
読解演習+科学技術に関する語彙と表現を学ぶ。

第9回　
中間テスト：これまでに身につけた語彙力を試すテスト
+
Unit 7: A Teenager Fights Cyberbullying
リスニング演習

第10回　Unit 7: A Teenager Fights Cyberbullying
読解演習+教育に関する語彙と表現を学ぶ。

第11回 Unit 8: Sugar Guidelines
リスニング演習

第12回 Unit 8: Sugar Guidelines
読解演習+健康に関する語彙と表現を学ぶ。

第13回　Unit10: New Technology for the 2020 Tokyo Olympics
リスニング演習

第14回 Unit10: New Technology for the 2020 Tokyo Olympics
読解演習+オリンピック関係の語彙と表現を学ぶ。

第15回　授業のまとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

谷口　雅基

◎－－－　概要　－－－◎

ReadingとListeningを中心とした総合的英語運用力の向上、日本
人が苦手とする部分を克服すること、また英語の自学自習法を
身につけることを目的とする。現在の個々人の英語力には差が
あることを考慮し、毎回の教材の選択は授業をしながら徐々に
進めていく。そのため、また最近の経済情勢をも考慮し、前
もって決まった一つの教科書を選択し購入する必要はない。毎
回の授業において、日本人の英語学習法における弱点に関する
講義に加え、受講生の興味関心に沿った内容の教材を学生自身
および教師が選択し、それをもとに、「聴く、話す、読む、書
く」英語力、特にReadingとListeningの力を培っていく。した
がって、一つの教材に沿って進めるのではなく、毎回異なった
教材および内容にもとづいて英語の総合力の向上を図る。現在
の日本には、英語を学ぶための材料はあらゆるところにころ
がっている。BBCやVOAの英語学習ウェブサイト、映画、テレ
ビ、ラジオ、新聞、雑誌、本、宣伝、看板、人の話などなど。
外国語を身につけようとする人は、常に学ぶ材料をキャッチで
きる鋭敏なアンテナを立てていただきたい。そういう日ごろの
材料集めと練習をとおして、将来にわたって成長する力を養っ
ていただきたい。したがって、この授業の目的は、上述の通
り、総合英語運用能力､特にReadingとListeningの力の向上と､卒
業後もひとりひとりが自学自習によって向上し続けることがで
きるよう英語独学法を身につけることである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読み、英語で直接理解する能力を身に付ける。(技能)

英文を読み、適切な日本語に翻訳する能力を身に付ける。(技
能)

英文の文法構造、発音、イディオムなどの表現について知識を
深める。(知識・理解)

英語で考え、英語を聴いて、英語で理解する能力を身に付け
る。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各学生は、自分が担当する英文を、BBCやVOAの英語学習ウェ
ブサイト、映画、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、本、宣伝、看
板、人のスピーチなどから、自分の英語力のレベルに相当する
一部を(一段落程度の長さ)を選択し、自分の発表日の１週間前
までに、教員へメールで送る。学生は、自分が選択した英文の
語彙、発音、意味を辞書で学習する。授業では、教員が詳細を
解説し、クラス全員で、学習する。 （30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

学生自身が選択し準備した課題英文の発表（３０点）
定期試験（７０点）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テキストは使用しません。パワーポイントを用い講
義し、インターネットなどのオーディオビデオおよび文字
教材を活用します。
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
VOA Special English: http://www.manythings.org/voa/scripts/
他適宜、授業で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の目的、進め方の説明。教師と学生の自己紹介。宿
題の説明。
2.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法。
3.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の文構造の比較。
4.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の慣用表現の比較。
5.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の文化的表現の比
較。
6.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の論理的表現の比
較。
7.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、イントネーションに焦点
をおいた英語聴き取り法。
8.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、リズムに焦点をおいた英
語聴き取り法。
9.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、母音、子音に焦点をおい
た英語聴き取り法。
10.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音声連結に焦点をおい
た英語聴き取り法。
11.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音変化に焦点をおいた
英語聴き取り法。
12.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音省略に焦点をおいた
英語聴き取り法。
13.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、映画英語の聴き取り練
習。
14.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、英語独学法。
15.英語総合学習法のまとめ。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

石井　征子

◎－－－　概要　－－－◎

アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカなど英語圏や、英語
圏以外の国々の文化についても学習します。各国の民話にかか
わるストーリーを読み、内容理解のほか、ディクテーションで
聞き取りの練習をしたり、イディオムを使った表現なども身に
つけていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①テキストの英文を辞書無しで理解できる。(技能)

②文字を見ずに音声だけでテキスト本文の内容が理解できる。
(技能)

③テキストで使われた語彙を習得する。(知識・理解)

④積極的な英語学習者になるように英語学習に取り組むことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストのWarm-Upと本文のディクテーションをしてき
てください。(30分）
復習：授業で読んだストーリーを音声だけで内容が理解できる
まで、繰り返し聴く。
必要があれば、要約や単語超を作ってください。
次週の復習テストの準備もしてください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点20％（授業参加度、学習状況など）（到達目標③）
復習テスト20％（到達目標①②③④）
中間試験20％（到達目標①②③④）
定期試験40％（到達目標①③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Stories from Around the World
[Author(s)] 染矢正一、フレッド・フェラッシー、ポール・
マレー
[Publisher]　南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17754-8
[Comments]テキスト価格　1700円（税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書は必ず持ってきてください。
授業中にスマホをいじると減点の対象となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction
2.Unit1 Why Koalas Don't Go Looking for Water (Australi)
3.Unit2 The Magic Carpet (China)
4.Unit3 Ghost Husband (India)
5.Unit4 The Lemon Princess (Saudi Arabia)
6.Unit5 The Man who Married a Mouse (Finland)
7.Unit6 Lazy Jack (United Kingdom)
8.Unit7 The Shoemaker and the Elves (Germany)
9.Unit8 How a Duck Became King (France)
10.Mid-term Exam
11.Unit9 The King and the Carpenter (Caribbean Islands)
12.Unit10 The Magic Lake (Ecuador)
13.Unit11 The Enchanted Coffee Beans (Brazil)
14.Unit12 The Proud Mosquito (Nigeria)
15.Unit13 The Giant Elephant (South Africa)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

川浪　幸代

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能のうち、リスニングとリーディングの力を養いま
す。映画タイタニックのテキストを利用して、リスニングで
は、登場人物のセリフの聞き取りを行います。生の英語ならで
はの音の連結、同化、脱落などの特徴を理解し、音声変化のポ
イントを体系的に学習していきます。また、聞き取った場面を
音読やロールプレイでしっかり発音できるように練習していき
ます。語彙や主要文法の確認を行った後は、視聴場面に関連し
たトピックについてのパッセージの読解演習を行います。ま
た、毎回、前回の復習小テストを行い、学習したことを確実に
身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画タイタニックの登場人物の会話を聞き取ることができる。
(技能)

映画タイタニックの登場人物の会話やキーフレーズを音声変化
に留意して発音できる。(技能)

映画タイタニックの登場人物の会話をロールプレイできる。
(技能)

映画タイタニックに関する一定量の英文を読み解くことができ
る。(知識・理解)

映画タイタニックに登場する重要語句、語彙、文法を理解し、
身につける。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に映画を用いて英語学
習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回のユニットのVocabulary, Expressions, Grammar,
Readingの問いに答え、配布されたパッセージ意味プリントを
完成させる。
復習：学習したユニットのリスニングパートの音読。復習小テ
スト（語彙と内容把握問題）の準備をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
　平常点　　　　　10%（態度・志向性）
　復習小テスト　　20%（知識・理解）
　リスニング試験　20%（技能）
　定期試験　　　　50%（知識・理解）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画タイタニックで学ぶ総合英語
　　　　Learn English with TITANIC
[Author(s)]　Teruhiko Kadoyama
　　　　　　　Simon Capper
[Publisher]　SEIBIDO
[ISBN]　　　9784791960248
[Comments]　テキスト価格 2300円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、前の週の復習小テストがあるので、必ず前回のレッ
スンの復習（語句・内容）をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
　　授業の進め方、予習復習の仕方、評価などについての
説明を受けます。
2.　Unit 1　　The Woman in the Picture　
　　　　　　　分詞１
3.　Unit 2　　Back to Titanic　
　　　　　　　受動態
4.　Unit 3　　Leaving Port　　
　　　　　　　助動詞
5.　Unit 4　　Don't Do It　
　　　　　　　仮定法
6.　Unit 5　　Do You Love Him?　
　　　　　　　進行形
7.　Unit 6　　I Can't See You.　
　　　　　　　関係詞１
8.　Unit 7　　I'm Flying!　　　
　　　　　　　関係詞２
9.　Unit 8　　Iceberg Right Ahead!
　　　　　　　完了形
10.　Unit 9　　An Honest Thief　
　　　　　　　 分詞２
11.　Unit 10　 Goodbye, Mother　
　　　　　　　 未来形
12.　Unit 11　 Get in the Boat　
　　　　　　　 代名詞
13.　Unit 12　 Two Tragic Bullets　
　　　　　　　 動名詞
14.　Unit 13　 Promise Me　　
　　　　　　　 不定詞
15.　前期の総まとめ
　　 クラス内リスニングテスト
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

名本　達也

◎－－－　概要　－－－◎

リーティング：幅広いトピックスを網羅したテキストを用い、
英語だけでなく、諸外国の文化についても学ぶ。毎回、小テス
トを実施し、残りの時間で解説をしてゆく。前もって予習をし
ておくことが望まれる。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

一定の速さ（１分間に100単語程度の速さ）で、まとまった量
の英文を読み、大意を理解できるようになる。(技能)

簡単な英文であれば、聴きとって意味を理解したり、正しく書
き取ることができるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回小テストを実施するので、範囲に該当する部分の予習を
してくること。
(30分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験50点
 (大意要約の配点を25点とする）
　平常点
  発表をすると平常点に加算する。
　リスニング30点：授業中に聴き取った内容を板書し、正解す
れば7.5点を加算する。30点（４回）を上限とする。
　小テストの結果及び授業中の発表内容・訳の分担　20点

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Japan Goes Global!
[Author(s)]　 Stuart Gale他
[Publisher]　南雲堂
[ISBN]　978-4-523-17860-6
[Comments]　2017　2,052円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回、辞書を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス, One Piece and the World's  Favorite Pirates 「文
法：まぎらわしい単語の使い分け」「語彙：学問に関する
単語」
2 Japan's Company Culture　「文法：名詞・代名詞」「語
彙：職場で用いる単語」
3 The Genius of Japanese Animation 「文法：形容詞」「語
彙：映画に関する単語」
4 How Superstitious is Japan?「文法：動詞
語彙：祝祭日に関する単語」
5 Bousouzoku「文法：副詞」「語彙：乗り物に関する単
語」
6 Why Do Japanese Students Sleep in Class?「文法：前置詞」
「語彙：大学生活に関する単語」
7 The Attraction of Onsen「文法：接続詞」 「語彙：観光・
旅行に関する単語」
8 Virtual Love「文法：助動詞」「語彙：科学に
関する単語」
9 Otaku and Proud 「文法：受動態」「語彙：様々な趣味に
関する単語」
10 Food Cultures Abroad 「文法：分詞・不定
詞・動名詞」「語彙：食べ物に関する単語」
11 Should the Japanese Writing System Be Simplified? 「文
法：冠詞」「語彙：文字・発音に関する単語」
12 The Grey Area of Gambling 「文法：関係詞」「語彙：娯
楽に関する単語」
13 Pokemon 「文法：時制」「語彙：アニメ・ゲームに関
する単語」
14 J-pop Production Companies 「文法：仮定法」「語彙：音
楽に関する単語」
15 Pop Peace 「文法：比較」「語彙：ファッションに関す
る単語」



2019-SJ00009601-63フレッシュマン・イングリッシュⅠ「C R&L-13」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

藤瀬　信子

◎－－－　概要　－－－◎

　スポーツをテーマにしたテキストを使い、英語の４技能のう
ち、（読む、聞く、書く）を練習する。
　毎回、本文部分は事前にパラグラフ毎に自発担当者を決め、
何が書いてあるか説明する。確認問題等は指名制とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙力をつける。各ユニットに出てくる語句を確実に憶える。
(知識・理解)

読解力をつける。各ユニットに出てくる文章を、文法に沿って
正しく理解する。(知識・理解)

読解力をつける。文章の流れをパラグラフ単位でとらえ、要約
できる。(知識・理解)

作文力をつける。ユニットに出てきた英文をモデルに、言い換
え、書き換えをする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：予定のユニットの下読み、練習問題の準備。
復習：予習時に不確かだった箇所や間違えていたところを再確
認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（授業意欲等）４０％と定期試験６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Spotlight on Sports
[Author(s)] Anthony Allan,久保善宏　ほか
[Publisher]　金星堂
[ISBN] 9784764740266
[Comments]１９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　必ず予習して出席すること。
欠席は、平常点（授業意欲等）の評価が下がるため減点と
なる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1オリエンテーション。授業の進め方、成績基準などの説
明。
（2-14回は以下テキストに沿って順次進む）
2 unit1 The Long Wait
3 unit2 Olympic Volunteers
4 unit3 Male Sports? Female Sports?
5 unit4 Competition
6 unit5 A Glamorous Life?
7 unit6 Energy Drinks
8 unit7 Helping Your Opponent
9 unit8 Ghost Goals
10 unit9 Rituals and Superstitions
11 unit10 The Cutting Edge
12 unit11 Match-Fixing
13 unit12 Heroes Inspire Heroes
14 unit13Peach Baskets
15　まとめ



2019-SJ00009601-64フレッシュマン・イングリッシュⅠ「C R&L-14」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、特にリーディングとリスニングの基礎的な
力を養います。大ヒット映画『プラダを着た悪魔』のテキスト
を用いて、実際に映画を視聴しながらリスニングのトレーニン
グ（内容把握と聞き取り）をします。また、映像のスクリプト
（台本）を読んで、ビジネス現場で使われる英語を理解し、状
況に合う英語を文法的に正しく使うトレーニングをします。毎
回、授業の最後に復習テストを兼ねた課題を提出し、学習した
ことを確実に身につけます。またリスニング試験を２度実施し
て、聞き取った英語を確実に聞き取る能力をつけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①映画の大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②映画の台本を英語で読み解くことができる。(技能)

③ビジネス現場における重要表現を身につけ、使うことができ
る。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitのVocabulary Checkup A, Bおよ
びUseful Expressionsの箇所を事前に解いておく。（２）音声
ファイルを使って発音ができるように練習しておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）音声ファイルを使ってリスニングテストに向けた勉
強をしておく（ディクテーション、英語から日本語・日本語か
ら英語への訳出）。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15%（到達目標④）
・課題提出：15％（到達目標②③）
・リスニング試験：30%（到達目標①③）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author(s)]角山照彦、Simon Capper
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-712-4
[Comments]テキスト価格 2,200円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 Job Interview（過去完了形）
３．Unit 2 First Day on the Job（助動詞１）
４．Unit 3 Hurricane on the Weekend（関係代名詞１）
５．Unit 4 Andy’s Makeover（現在進行形）
６．Unit 5 Andy Meets Christian（助動詞２）
７．Unit 6 Miranda’s Request（分詞）
８．リスニング試験１（Unit 1-6）
９．Unit 7 Nate’s Birthday（仮定法）
１０．Unit 8 Andy’s Decision（現在完了形）
１１．Unit 9 Breakup with Nate（動名詞）
１２．Unit 10 The Dream Job（受動態）
１３．Unit 11 Announcement at the Party（関係代名詞２）
１４．Unit 12 Andy’s Final Choice（使役動詞）
１５．リスニング試験２（Unit 7-12）



2019-SJ00009601-65フレッシュマン・イングリッシュⅠ「C R&L-15」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

廣田　恵美

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、日常会話を中心としたリスニングを行いなが
ら、高校までに英会話の授業をあまり経験したことがない人を
主な対象として、リスニング力の基礎を養うとともに、英会話
で用いる言いまわしを少しずつ覚えていきたいと思います。毎
回リスニング問題を解き、その内容や語句などの説明を板書を
用いて行います。１つのunitを1.5回の授業ペースで進めていく
予定ですが、受講者の学力等に応じ、適宜、学習予定を変更す
る可能性があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日常的な会話のやりとりがある程度理解できるようになる。
(技能)

②授業で覚えた語句や言い回しを、実際の会話で使えるように
なる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習として、授業内で解いたリスニング問題の音声を聞き返し
たり、ノートの内容を読み返すこと（60分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：20%　(到達目標①②）
・リスニング試験：30%　(到達目標①）
・定期試験：50%　(到達目標①②）

なお、無届けによる遅刻や欠席が一定回数を上回る場合、単位
の取得が難しくなる可能性があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Listening Practice for Daily Expressions
[Author(s)] Michael Schauerte, Koji Nishiya
[Publisher] 鶴見書店
[ISBN] 978-4-7553-0362-3
[Comments] テキスト価格 1,800

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業時に辞書(紙または電子)を持ってくること。スマー
とフォンの辞書アプリの使用は認められません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction : 授業および成績評価に関する説明
　　Unit 1 What's wrong with the computer?
２．Unit 1の続き　位置・場所の説明
３．Unit 2 Unfortunately, Jenny made a mistake...
４．Unit 2の続き、Unit 5 I'd like ...
５．Unit 5の続き　勧誘や提案の言いまわし
６．Unit 6 I can get the time off...
７．Unit 6の続き、Unit 7 He's been transferred ..
８. Unit 7の続き　経験について尋ねる
９．Unit 9 This article provides advice... 　
１０．Unit 9の続き、Unit 10 I'd like to check in.
１１．Unit 10の続き　原因・理由について
１２．Unit 11 According to the weather forecast,...
１３．Unit 11の続き、Unit 13 I've been in the       library
studying for next week's exams.
１４．Unit 11の続き、リスニング試験
１５．今学期の授業総括



2019-SJ00009601-66フレッシュマン・イングリッシュⅠ「C R&L-16」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は経済と価値観の視点から人間の社会的活動の本質
に迫るエッセーにもとづいたテキストを用いて、論理的に英語
を読解・聴取していく力を養っていきます。
　本文のパートでは、まず最初にテキストを見ないで本文のリ
スニングをして、大意の把握にチャレンジします。次に、論理
的展開に注意しながら本文の読解をしていき、最後に再びテキ
ストを見ないでリスニングをして、論述の流れに耳と思考が完
全に対応できるよう練習します。
　練習問題のパートでは、語彙問題・要約問題を通して本文の
内容把握を深め、本文のトピックと関連するダイアローグの聴
解問題を通して、日常的な会話のリスニング力の向上を目指し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

読解の流れの中で、英語の構文を文法的に正しく把握できる。
(知識・理解)

文章の論理的なつながりを把握する。(技能)

論説的な英文の大意を聴取できる。(技能)

授業内外で真剣に英語の学習に取り組むようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回の章のテキスト部分とExcercises を予習しておくこと。
（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価し
ます。

・定期試験：７０％　（基準：論理的つながりを把握し、構文
的に正確な読解力）

・毎回の学習状況：３０％　（基準：真剣に英語学習に取り組
む姿勢）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Econosense: Economics and Human Nature
[Author(s)] Paul Stapleton
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-4-86312-153-9
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:
2. Chapter 1: Economics and Human
　　　　　　　　Nature
3. Chapter 2: Day-Care centers in
　　　　　　　　Israel
4. Chapter 3: Tipping
5. Chapter 4: Coffee
6. Chapter 5: Convenience Store
7. Chapter 6: Luxury Products
8. Chapter 7: Women and Men's
　　　　　　　　Prices
9. Chapter 8: Cheap Cigarettes and
　　　　　　　　Used Cars in Japan
10. Chapter 9: Christmas Music and
　　　　　　　　　the Peacock's Tail
11. Chapter 10: Mineral Water
12: Chapter 11: Nothing Is for Free
13: Chapter 12: Location Matters
14: Chapter 13: Unexpected Answers
15: まとめと定期試験に関する諸注意



2019-SJ00009601-67フレッシュマン・イングリッシュⅠ「C R&L-17」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

太田　一昭

◎－－－　概要　－－－◎

健康、スポーツ、歴史、経済、環境など、現代の興味深いテー
マを扱った英文の読解と、その英文に関する英語での質疑応答
を通して、さらに各Lessonの語彙と会話文リスニング穴埋め問
題等を解くことによって、英文読解力と聴解力の向上をめざし
ます。併せて、現代の諸問題についての理解を深めます。授業
の最後に、その日に学習した内容について小テストを行いま
す。その評点が「小テスト評点」となります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的な英文読解力を身につける。(技能)

英語のリズムに慣れ、基本的な英語を聞き取ることができる。
(技能)

現代社会の諸問題についての理解を深める。(知識・理解)

積極的な英語学習を通して、自律的に学習する姿勢を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

語学の授業では予習と復習が大切です。次に学ぶLessonに目を
通し、語彙を調べ、練習問題を解いてみてください（60分）。
授業後には、学習したLessonを復習する習慣をつけてください
（30分）。そうすれば確実に英語力は向上します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点、小テスト評点、定期試験評点を総合して評価します。
各評点の比重は変わることがあります。
・平常点（受講状況、積極的な学習態度）5%
・小テスト評点（14回）30%
・定期試験評点（読解力、内容理解力）　65%
・遅刻及び欠席は、1回につき1点減点します。
・3回を超える欠席は、4回目から1回につき5点減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interactive English Book for Reading　Book 1
[Author(s)] 内田雅克／John Di Stefano／Randy Nelms／豊嶋
美由紀
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-666-0
[Comments]1944円（税込）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小テストの際に教科書を用います。教科書を忘れると小テ
ストを受験することができません。必ず教科書を持参して
ください。また辞書を持参してください。電子辞書可。携
帯電話の使用は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記のLesson 1～Lesson 14を学習します。各Lessontは、
Reading、Vocabulary、Comprehension check、Grammar、
Listening & Speakingののセクションから構成されていま
す。初回授業ではまず、英語学習法、授業の進め方、成績
評価方法等について説明します。説明の後、Lesson 1の
Readingのセクションを学習します。第2回～第15回の授業
でLesson 1の残りからLesson 14を学習します。1回の授業で
1つのLessonを学習することを目標としますが、進度は学
習状況によって変わることがあります。

Lesson 1 Health: Old Friends and Wine are Best
Lesson 2 Shopping: Hakata Dolls
Lesson 3 Sports: On the Ropes
Lesson 4 Travel: Engines of Growth
Lesson 5 Art & Design: The Sense of Beauty in Japan
Lesson 6 Nature: In the Back of Beyond
Lesson 7 Social Issues: Nagasaki
Lesson 8 Gender: It's a Man's World―in Japan
Lesson 9 Entertainment: J-pop and the World
Lesson 10 Comparative Culture: Group Consciousness vs. the
Individual
Lesson 11 Science: Genetically Modified Foods
Lesson 12 Environment: Plugged in to the Future―the Electric
Car
Lesson 13 Sleep & Dream: Sleep
Lesson 14 Taste: Coffee or Tea?



2019-SJ00009602-51フレッシュマン・イングリッシュⅡ「C R&L-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の好き嫌いに関わらず、海外の映画、ドラマ、動画、音楽
を楽しむ人は多いでしょう。この授業では、アメリカで2009年
から2015年にかけて6シリーズで放映された人気TVドラマ『グ
リー』を使ったテキストを使い、実践的な英語を学習します。
ダンスと合唱を組み合わせたパフォーマンスをするグリー部に
所属する高校生たちの日常生活を見ながら、英語のフレーズを
暗記するだけではなく、それが実際にどのような場面で使える
のかを理解したり、CALL教室のシステムを使って、自然な英
語の発音や聞き取りの練習をしたりすることで、「使える英
語」を身に付けましょう。また、アメリカ文化について本テキ
ストで学んだことをきっかけに、自分でもリサーチをして知識
を深めましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①口語表現を含め、英語の語彙を身につける。(知識・理解)

②自然な英語を聞き取ることができる。(技能)

③英語で書かれた文章の内容が理解できる。(技能)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各Unitの最初のページにあるVocabulary A, Bの問題（60
分）
復習：小テストの準備と、各Unit3ページ目にあるPartial
Dictationの音読（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として評価します。
(1)授業参加態度 20%（到達目標④）
(2)小テスト　30%（到達目標①）
(3)最終試験　50%（到達目標①②③）
注1：欠席は、(1)(2)の評価ができないため、減点の対象になり
ます。
注2：このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
注3：最終試験を受けない場合は、他の評価が満点であって
も、60点に満たないので単位を取得することはできません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Communicate in English with glee─The Road to
Sectionals（『グリー』で学ぶコミュニケーション英語②
地区大会への道）
[Author(s)]　角山照彦、Simon Capper（編）
[Publisher]　松柏社
[ISBN] 978-4-88198-742-1
[Comments] 価格2,200円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初の授業で音声のダウンロードなど、重要な説明をする
ので、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 講義概要説明
2. Unit 1　確認する　現在完了
3. Unit 2　依頼する　動名詞
4．Unit 3　話を切り出す　関係詞
5. Unit 4　援助を申し出る　比較
6. Unit 5　反論する　不定詞
7. Unit 6　許可を求める　進行形
8. Unit 7　怒りを表す　使役動詞
9. Unit 8　謝罪を受け入れる　助動詞
10. プレイスメントテスト
11. Unit 9　話に割り込む　受動態
12. Unit 10　説得する　仮定法
13. Unit 11　驚きを示す　不定詞
14. Unit 12　助言をする　仮定法
15. 最終試験
（進捗状況によって、変更になることがあります。）



2019-SJ00009602-52フレッシュマン・イングリッシュⅡ「C R&L-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

受講者の皆さんの大半は英語を学び始めて7年目に入ったとこ
ろだと思います。中には、中学校、高等学校で学習した内容は
すべて熟知していると自信を持って言える人もいるとは思いま
すが、途中で文法などが分からなくなり、それ以来、英語に対
する苦手意識が抜けないという人も少なくないのではないで
しょうか。
　本授業では、中学校、高校などで持たれがちな、文法学習の
堅苦しいイメージを払拭し、楽しく英語の基礎を復習していき
ます。レベルは、高校から大学への橋渡し的なところから、
徐々にらせん状に難易度をアップさせていく予定です。大学受
験教育ではあまり取り上げられることのなかった、コミュニ
ケーション的な要素も盛り込み、英語の面白さ、楽しさを伝え
られる授業になればと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の4技能の中でも特に聞く、読むといったインプットに
かかわる能力を有する。(技能)

②異文化を理解し、異なる文化的背景を持つ人々と柔軟かつ積
極的にかかわっていこうとする思考を有する。(態度・志向性)

③自らが取り組んだ分野において積極的かつ真摯に取り組み、
授業中も積極的にクラスに貢献できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習よりもむしろ復習に力を注ぎ、次週までに習った表現、単
語等の復習を徹底しておくことが重要です。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

日頃の学習への取り組み及び試験による評価

・授業態度などを含む学習状況　　２０％(①②③④を基準と
して評価)
・課題提出状況　　　　　 　　　 ２０％(①②を基準として評
価)
・定期試験　　　　　　　　　　　６０％(①②を基準として
評価)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Breakthrough 2 PLUS 2nd Edition
[Author(s)] Miles Craven
[Publisher]Macmillan Education
[ISBN]978-1-380-00313-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

無断欠席を繰り返すと単位修得が難しくなる場合がありま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の説明、オリエンテーション
2.Lifestyles
3.Leisure
4.Getting along
5.Interests
6.Telling a story
7.Celebrations
8.Food&drink
9.Rules
10.プレイスメントテスト
11.Adventures
12.Health
13.Comparisons
14.The modern world
15.総まとめ



2019-SJ00009602-53フレッシュマン・イングリッシュⅡ「C R&L-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は主に二つに分けられます。前半は日常生活に関連
する会話のリスニングを通して、語彙、英語の音声の変化のパ
ターン、英会話の決まり文句、応答のパターンを学習します。
受動的にただ聞き流すだけではなく、実際に語句と英文を内容
を理解しながら声を出して読むことによって、リスニング能力
を鍛えます。英会話の決まり文句と応答のパターンの学習は
TOEICなどの検定試験の対策にもなります。後半はインター
ネット教材Net Academy Nextでリーディングの練習をします。
ただ意味を掴むだけでなく、使用された語句あるいは英文を内
容を理解しながら音読することによって、英文の理解力の定着
をはかります。Net Academy Nextの学習は授業中だけでは時間
が不足しますので、自宅学習も合わせて行うことになります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活で使用される語彙がわかる。(知識・理解)

日常生活で使用される英会話表現を聞いて、理解できる。(知
識・理解)

日常生活で使用される英会話表現を音読できる。(技能)

様々な英文を読んで理解できるようになる。(知識・理解)

インターネット教材を通して、自主的に学習することを習慣化
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：この教材はCDが付属しているので、CDを聞いて問題を
解答しておくこと。知らない単語などがあれば辞書で調べる。
（30分～１時間程度）
復習：間違えた問題があれば確認すること。音読できなセンテ
ンスはできるようになるまで練習すること。（30分～１時間程
度）
授業時間以外にもインターネット教材で学習すること。（30分
～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業中の課題達成度40%、Net Academy Next10%、定期試験50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Listening and Speaking Patterns 2
[Author(s)]Andrew E. Bennet
[Publisher]南雲堂
[ISBN]9784523178439
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書をあらかじめ読んでいることを前提として授業を行
うつもりです。教科書の練習問題の解答だけでなく、基本
的なあるいは重要な語句の意味なども授業中に質問します
ので、きちんと答えられるように準備をしておいてくださ
い。予習してきていないと思われる場合は、授業に積極的
に参加していないものと見なし、平常点を減点します。遅
刻や居眠り、携帯電話・スマートフォン使用などに関して
も、同様の扱いとします。さらに語句の説明や課題を行う
際に辞書（電子辞書可）が必要になりますので、必ず毎回
持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Family
2 Friends
3 Customs
4 Education
5 Sports
6 Work
7 Food
8 Studying English
9 Health
10 プレイスメントテスト
11. Clothes
12 Traveling
13 Music
14 Movies
15 Shopping



2019-SJ00009602-54フレッシュマン・イングリッシュⅡ「C R&L-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

谷口　雅基

◎－－－　概要　－－－◎

ReadingとListeningを中心とした総合的英語運用力の向上、日本
人が苦手とする部分を克服すること、また英語の自学自習法を
身につけることを目的とする。現在の個々人の英語力には差が
あることを考慮し、毎回の教材の選択は授業をしながら徐々に
進めていく。そのため、また最近の経済情勢をも考慮し、前
もって決まった一つの教科書を選択し購入する必要はない。毎
回の授業において、日本人の英語学習法における弱点に関する
講義に加え、受講生の興味関心に沿った内容の教材を学生自身
および教師が選択し、それをもとに、「聴く、話す、読む、書
く」英語力、特にReadingとListeningの力を培っていく。した
がって、一つの教材に沿って進めるのではなく、毎回異なった
教材および内容にもとづいて英語の総合力の向上を図る。現在
の日本には、英語を学ぶための材料はあらゆるところにころ
がっている。BBCやVOAの英語学習ウェブサイト、映画、テレ
ビ、ラジオ、新聞、雑誌、本、宣伝、看板、人の話などなど。
外国語を身につけようとする人は、常に学ぶ材料をキャッチで
きる鋭敏なアンテナを立てていただきたい。そういう日ごろの
材料集めと練習をとおして、将来にわたって成長する力を養っ
ていただきたい。したがって、この授業の目的は、上述の通
り、総合英語運用能力､特にReadingとListeningの力の向上と､卒
業後もひとりひとりが自学自習によって向上し続けることがで
きるよう英語独学法を身につけることである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読み、英語で直接理解する能力を身に付ける。(技能)

英文を読み、適切な日本語に翻訳する能力を身に付ける。(技
能)

英文の文法構造、発音、イディオムなどの表現について知識を
深める。(知識・理解)

英語で考え、英語を聴いて、英語で理解する能力を身に付け
る。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各学生は、自分が担当する英文を、BBCやVOAの英語学習ウェ
ブサイト、映画、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、本、宣伝、看
板、人のスピーチなどから、自分の英語力のレベルに相当する
一部を(一段落程度の長さ)を選択し、自分の発表日の１週間前
までに、教員へメールで送る。学生は、自分が選択した英文の
語彙、発音、意味を辞書で学習する。授業では、教員が詳細を
解説し、クラス全員で、学習する。 （30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

学生自身が選択し準備した課題英文の発表（３０点）
定期試験（７０点）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テキストは使用しません。パワーポイントを用い講
義し、インターネットなどのオーディオビデオおよび文字
教材を活用します。
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
VOA Special English: http://www.manythings.org/voa/scripts/
他適宜、授業で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の目的、進め方の説明。教師と学生の自己紹介。宿
題の説明。
2.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法。
3.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の文構造の比較。
4.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の慣用表現の比較。
5.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の文化的表現の比
較。
6.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の論理的表現の比
較。
7.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、イントネーションに焦点
をおいた英語聴き取り法。
8.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、リズムに焦点をおいた英
語聴き取り法。
9.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、母音、子音に焦点をおい
た英語聴き取り法。
10.プレイスメント・テスト
11.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音変化に焦点をおいた
英語聴き取り法。
12.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音省略に焦点をおいた
英語聴き取り法。
13.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、映画英語の聴き取り練
習。
14.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、英語独学法。
15.英語総合学習法のまとめ。
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では様々なトピックについてのエッセイを読みなが
ら、英語能力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読ん
で内容を把握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基
礎的な聞き取り練習を実施することで話し手の意図を理解でき
るようになる（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で
英語の基礎となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的な語彙や文法事項を正しく理解できる。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解できる技術を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。(50分)
復習：前の授業で行った内容を復習する。(50分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テスト20%
定期試験60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Our World Today
[Author(s)] Adam Murray, Anderson Passos
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 9784523178903

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション（授業の進め方）
2. Introduction to Environmental Issues
3. Climate Change
4. Energy
5. Waste
6. Population Growth
7. Pollution
8. Water
9. Learning Languages
10. プレイスメント・テスト
11. Hydroelectricity
12. Solar Panels
13. Wind Turbines
14. Nuclear Energy
15. Review
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

小谷　耕二

◎－－－　概要　－－－◎

　イギリスBBC放送のDVD教材を用いて、リーディングとリス
ニングを中心に総合的な英語力の向上を目標とする授業です。
リーディングの学習ではテクストの精読と速読による大意把握
を適宜交えて、読解力を伸ばしていきます。精読では、英語の
基本的な語彙、語法、構文等に留意して、文意の正確な理解力
の習得をめざすとともに、速読では、英文を語順どおりに前の
ほうから理解する力や、パラグラフの構成に着目し英文の大意
を把握する力を身につけます。
　リスニングでは、ヴィデオ教材を用いて、各ユニットの要点
を聞きとる練習を行います。
　数回の小テストに加え、中間試験を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 英語の基本的な語彙、語法、構文を理解し、身につける。
(知識・理解)

② 上述の①にもとづいて、センテンス・レベルで文意を理解で
きる。(技能)

③ 上述の①、②にもとづいて、英語の論理構造やパラグラフ構
成に着目して英文の大意を把握することができる。(技能)

④ 英語の音声やリズムに慣れる。(技能)

⑤ 英語によるヴィデオ教材の大意を把握することができる。
(技能)

⑥ 自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：次回の授業で読む章の本文を読み、おおまかな内
容を理解しておく。（45分）
　事後学習：教科書付属のCDを利用し、学習した章の本文の
音声を聞く。さらに、小テストに備えて、重要語句や表現を復
習する。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
なお、欠席は1回につき2点減点、遅刻は1回につき1点減点しま
す。

平常点：10％（到達目標⑥）
小テスト：20％（到達目標①②④⑤⑥）
中間試験：20％（到達目標①②③）
定期試験：50％（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] BBC World Profile on DVD
[Author(s)] 森田彰ほか
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 9784523177401
[Comments

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英和辞典をかならず持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション：授業の進め方、成績評価、学習の
仕方などについて説明を受け、リスニングの訓練を行う。
2. Unit 1 Laughter
3. Unit 2 Hats
4. Unit 3 Sphinx’s Nose
5. Unit 4 Terracotta Warriors
6. Unit 5 Silver and Platinum
7. Unit 6 Athens
8. 中間試験
9. Unit 7 Skydiving
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 8 Food and Society
12. Unit 9 Shinjuku Station
13. Unit 10 Bali’s Temples
14. Unit 11 Car Recycling
15. Unit 12 Hi-Tech Farming
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井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

現代イギリス内外の最新事情について学びながら、特にリー
ディング能力、およびリスニング能力を向上させることを目的
とします。BBCが報道するニュースをビデオで見ながら、内容
の把握（ニュース原稿の読解）とイギリス英語の聞き取り練習
をおこないます。各回のトピックに関連して、伝統的なイギリ
ス文化の側面にも触れながら、異文化理解に役立つ情報、知識
も提供します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①異文化についてその特徴を知り、理解する。(知識・理解)

②英文の内容を正確に速く理解するトレーニングを積み、読解
力を身につける。(技能)

③日常会話にも役立つような、簡単な英語表現を聞き取ること
ができるようになる。(技能)

④英文の読解、練習問題について、自発的に発表し、解答す
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で学習するチャプターのニュース（英語テキスト
の部分）を、語彙に注意しながら、授業開始までにチェックし
ておくこと（45分）。
復習：毎回学習した英単語、英語表現の確認をして、次回の小
テストに備えること（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
発表20%（到達目標④）、小テスト10回30%（到達目標
①②③）、定期試験50％（到達目標①③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]British News Update
[Author(s)]Timothy Knowles
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740747
[Comments]テキスト価格2600円（税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず英和辞典（電子辞書等、スマートフォンは不
可）を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：導入、テキストの使い方（以下、各回の学習ト
ピックを記す））
第2回：Repairing Big Ben 小テスト1
第3回：A Secret Garden in　London　小テスト2
第4回：Unpaid Internships　小テスト3
第５回：The Wedding Gallery　小テスト4
第６回：A Modern Steam Train　小テスト5
第７回：A T-shirt Exhibition　小テスト6
第８回：Generation Z　小テスト7
第９回：Veganuary　小テスト8
第１０回：プレイスメント・テスト
第１１回：Preventing Transgender Bullying　小テスト9
第１２回：A Plastic Tenner
第１３回：How to Delay Ageing　小テスト10
第１４回：Schools Deal with Fake News
第１５回：Experiences of Sexual Harassment
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伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスでは英語を総合的に学習する。その中でも「読
む」学習と「聞く」学習を行うとともに、コミュニケーション
のための英語表現の学習も行う。
　「読む」学習では、英語圏の標準的な英文を読んでその意味
するところを正確に把握し、概要や要点をまとめて書き手の意
図を理解する。さらに、そのために必要な語彙の増強、文法力
の強化、異文化に対する理解も図る。
　「聞く」訓練では、DVD教材(教科書以外も含む）の自然な
英語を聞き、その概要や要点をとらえる能力を養成する。

　毎回1章ずつ進むので単語などの予習が必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①標準的な英文を読んで、その概要や要点を理解できるように
なる。
(知識・理解)

②必要な語彙力や文法力をつける。(技能)

③英語を聞き、その概要や要点をとらえることができる。(知
識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次の回でするUnitのうち、リスニング以外の内容に
ついて、単語を調べるなどの予習をする。（60分）
事後学習：学習したUnitの内容について、リスニングも含め復
習をする。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

　授業の参加状況、予習、および授業態度・積極的参加4割
（到達目標④）、定期試験の成績6割（到達目標①～③）で総
合的に評価する。60点以上を合格とする。

3分の1以上欠席すると、毎回の授業における評価（授業の参加
状況、予習、および授業態度・積極的参加）ができないため、
単位取得が難しくなる可能性が高くなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The Movie English
[Publisher] 朝日出版
[ISBN]9784255155852　　

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．講義の目標と進め方について。1章に入る
2-3　Blue Jasmine
4-5．Oz
6-7．Trance
8．Gravity
9　まとめ１
10．プレイスメントテスト
11．The imitation game
12-13．White House down
14．The butler
15．まとめ２



2019-SJ00009602-59フレッシュマン・イングリッシュⅡ「C R&L-9」
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樋渡　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、映像教材を使って日常的に英語の世界で良く使
われる慣用表現やマナー、また英語の解釈のバリエーションを
学びます。各ユニットごとに毎回覚えておくと便利な表現がで
てきますので、その表現を中心としてペアワークで英語の発音
や発声の練習を行います。この映画は新入社員が希望ではない
職種につきながらもいろいろな葛藤の中で自分の道を見つける
ストーリーです。主人公の葛藤を通して、自分だったらこの場
合どうするかについて英語の文章にまとめて毎回コメントシー
トとして提出することにより、文章を書く練習も行います。
また、インターネットを使って、オンライン上で英語のサイト
に親しみ、英語で情報を収集する練習も行います。映画の場面
であるニューヨークの文化に関する情報を英語で検索して情報
をまとめたり、将来旅行したい海外の国に関する情報を調べて
まとめる練習を各自パソコンを使って行うほか、オンライン上
での旅行の日程表を英語で調べて企画書を作成する練習をする
ことにより、実践的な英語の運用能力を高めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①テキストにでてくるアメリカでの職場に関する理解を深め
る。(知識・理解)

②テキストにでてくる英語の台詞や背景を理解し、英語の音の
聞き取りに慣れる。(技能)

③今後映像教材などを使って積極的に外国の文化について調べ
るような志向性を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外に時間をとって予習、復習を必ず行うようにしてく
ださい。
予習：各ユニットのスクリプトに目を通しておくこと（２０
分）
復習：毎回行う会話のおさらいをすること（２０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

ライティング30％（到達目標①）
ペアワーク30％（到達目標②）
確認テスト40％（到達目標①②③）

文化的背景に関する文章を理解し、なおかつそれについて意見
を英語で書くためのライティング、ペアワーク、確認テストに
より、上記到達目標の知識面・技能面・態度面を総合的に判断
します。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author(s)] Aline Brosh McKenna
[Publisher] Shohakusha
[ISBN] 978-4-88198-712-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は３日に一度、学習したことを復習することが大切で
す。授業以外にも海外のニュースを調べたり、洋楽を聴い
て意味を確認する、洋画を観る、などの積極的に英語に対
する関心を高めるための何かをみなさんが授業以外で実践
することを期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. 別れ際の挨拶
3. 依頼する・オンライン学習1
4. 反論する
5. 困惑を示す・オンライン学習2
6. 聞き返す
7. 希望を伝える
8. 驚きを示す・オンライン学習3
9. 確認する
10. プレイスメントテスト
11. 意志・予定を述べる・オンライン学習4
12. 賞賛する
13. 丁寧に依頼する・オンライン学習5
14. まとめ
15. 確認テスト
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濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、特にリーディングとリスニングの基礎的な
力を養います。大ヒットドラマ『グリー』のテキストを用い
て、実際に映画を視聴しながらリスニングのトレーニング（内
容把握と聞き取り）をします。また、映像のスクリプト（台
本）を読んで、同世代の人々が日常で使う英語を理解し、状況
に合う英語を文法的に正しく使うトレーニングをします。毎
回、授業の最後に復習テストを兼ねた課題を提出し、学習した
ことを確実に身につけます。またリスニング試験を実施して、
聞き取った英語を確実に聞き取る能力をつけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ドラマの大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②ドラマの台本を英語で読み解くことができる。(技能)

③日常会話における重要表現を身につけ、使うことができる。
(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitのPreviewing Activities
（Vocabulary Checkup A, BおよびExpressions）の箇所を事前に
解いておく。（２）音声ファイルを使って発音ができるように
練習しておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）音声ファイルを使ってリスニングテストに向けた勉
強をしておく（ディクテーション、訳出）。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15%（到達目標④）
・課題提出：15％（到達目標②③）
・リスニング試験：30%（到達目標①③）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with Glee 2
[Author(s)]角山照彦、Simon Capper
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-742-1
[Comments]テキスト価格 2,200円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 April Rhodes（現在完了形）
３．Unit 2 New Member（動名詞）
４．Unit 3 Come Back to Glee（関係詞）
５．Unit 4 Somebody to Love（比較）
６．Unit 5 Hairography（不定詞１）
７．Unit 6 Objective Achieved（進行形）
８．Unit 7 You Set Me Up（使役動詞）
９．Unit 8 True Colors（助動詞）
１０．プレイスメント・テスト
１１．Unit 9 The Thunderclap（受動態）
１２．Unit 10 We Need a Co-Captain（仮定法１）
１３．Unit 11 Jump（不定詞２）
１４．Unit 12 Smile（仮定法２）
１５．リスニング試験
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太田　一昭

◎－－－　概要　－－－◎

健康、スポーツ、歴史、経済、環境など、現代の興味深いテー
マを扱った英文の読解と、その英文に関する英語での質疑応答
を通して、さらに各Lessonの語彙と会話文リスニング穴埋め問
題等を解くことによって、英文読解力と聴解力の向上をめざし
ます。併せて、現代の諸問題についての理解を深めます。授業
の最後に、その日に学習した内容について小テストを行いま
す。その評点が「小テスト評点」となります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的な英文読解力を身につける。(技能)

英語のリズムに慣れ、基本的な英語を聞き取ることができる。
(技能)

現代社会の諸問題についての理解を深める。(知識・理解)

積極的な英語学習を通して、自律的に学習する姿勢を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

語学の授業では予習と復習が大切です。次に学ぶLessonに目を
通し、語彙を調べ、練習問題を解いてみてください（60分）。
授業後には、学習したLessonを復習する習慣をつけてください
（30分）。そうすれば確実に英語力は向上します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点、小テスト評点、定期試験評点を総合して評価します。
各評点の比重は変わることがあります。
・平常点（受講状況、積極的な学習態度）5%
・小テスト評点（13回）30%
・定期試験評点（読解力、内容理解力）　65%
・遅刻及び欠席は、1回につき1点減点します。
・3回を超える欠席は、4回目から1回につき5点減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interactive English Book for Reading　Book 1
[Author(s)] 内田雅克／John Di Stefano／Randy Nelms／豊嶋
美由紀
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-666-0
[Comments]1944円（税込）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小テストの際に教科書を用います。教科書を忘れると小テ
ストを受験することができません。必ず教科書を持参して
ください。また辞書を持参してください。電子辞書可。携
帯電話の使用は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記のLesson 1～Lesson 13を学習します。各Lessontは、
Reading、Vocabulary、Comprehension check、Grammar、
Listening & Speakingののセクションから構成されていま
す。初回授業ではまず、英語学習法、授業の進め方、成績
評価方法等について説明します。説明の後、Lesson 1の
Readingのセクションを学習します。第2回～第15回の授業
でLesson 1の残りからLesson 13を学習します。1回の授業で
1つのLessonを学習することを目標としますが、進度は学
習状況によって変わることがあります。 10回目は通常の
授業は行わず、「プレイスメント・テスト」を実施しま
す。

Lesson 1 Health: Old Friends and Wine are Best
Lesson 2 Shopping: Hakata Dolls
Lesson 3 Sports: On the Ropes
Lesson 4 Travel: Engines of Growth
Lesson 5 Art & Design: The Sense of Beauty in Japan
Lesson 6 Nature: In the Back of Beyond
Lesson 7 Social Issues: Nagasaki
Lesson 8 Gender: It's a Man's World―in Japan
Lesson 9 Entertainment: J-pop and the World
Lesson 10 Comparative Culture: Group Consciousness vs. the
Individual
Lesson 11 Science: Genetically Modified Foods
Lesson 12 Environment: Plugged in to the Future―the Electric
Car
Lesson 13 Sleep & Dream: Sleep
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
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センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their reading and listening skills.
There will be homework for students to complete almost every week.
Homework will include vocabulary review and short writing
activities.  In most lessons, there will be a short listening or reading
quiz.  There will be two main tests in class during the course.  The
midterm test is on week 7.  The final test is on week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will learn to use reading skills to read difficult English
texts (技能)

2 Students will develop skills for English listening(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week.  Homework will focus
on vocabulary and note taking.  Students will be given texts to read in
class.  Students will be required to listen to audio samples available
online.  This work will take two hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
35% Midterm Exam (到達目標1,2)
35% Final Exam  (到達目標1,2)
30% In-class participation and homework completion (到達目標1,2)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Media Topics for English Learners
[Author] Manuel Senna
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction; eSports (Homework: Vocabulary page)
02: eSports
03: Hollywood in Japan (Homework: Vocabulary page)
04: Hollywood in Japan
05: Social Media Addiction (Homework: Vocabulary page)
06: Social Media Addiction (Homework: Exam study guide)
07: Midterm Exam
08: What is "Art"? (Homework: Vocabulary page)
09: What is "Art"?
10: Placement Test
11: The Design of Everyday Things
12: Vexillology
13: Vexillology(Homework: Exam study guide)
14: Prepare for exam
15: Final Exam
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

ブリルコ，アリーナ

◎－－－　概要　－－－◎

This is a reading and listening course. In this course, the students will
read various types of texts. The students will develop their vocabulary
and knowledge of grammar. The students will also improve their
reading speed. The students will listen to different texts to develop
their listening skills. The students will learn how to listen to important
points and for general meaning in texts. The students will do
interactive tasks on the Internet.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The students will improve their vocabulary. (知識・理解)

The students will improve their grammar.(知識・理解)

The students will develop their listening skills. (技能)

The students will develop their reading skills. (技能)

The students will improve their reading speed. (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
mainly on vocabulary, but there might also be other types of practice
to do. (30-45 minutes) Students should study vocabulary every week
for the lesson quiz. (30 minutes) The students also have to review the
unit material for unit tests. (1 hour) In addition, before the final test,
students should review their homework and the content of the
textbook. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework  - 35%
Vocabulary Quizzes ‒ 15%
Unit tests ‒ 25%
End-of-term listening test ‒ 10%
End-of-term reading test ‒ 15%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential Reading 1 (2nd edition)
[Author(s)] Chris Gough
[Publisher] Macmillan Education
[ISBN] 78-0-230-49398-8
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There are no pints for attendance. To pass this course, students
must:
1) actively participate in all class activities
2) complete homework, vocabulary quizzes and unit tests
3) take the final listening and reading tests
4) come to all (almost all) lessons.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework and
efforts in class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Overview of the course; introduction to a reading-speed
improvement activity
2. Unit 1 ‒ New Lives; Homework ‒ Interactive Activities
Unit 1
3. Unit 2 ‒ Big City Life; Homework ‒ Interactive Activities
Unit 2
4. Review Units 1 and 2
5. Unit 1 and 2 Test; Unit 3 ‒ A Hotel with a Difference;
Homework ‒ Interactive Activities Unit 3
6. Unit 4 ‒ Movies; Homework ‒ Interactive Activities Unit
4
7. Review Units 3 and 4
8. Unit 3 and 4 Test; Unit 5 ‒ Addicted; Homework ‒
Interactive Activities Unit 5
9.  Unit 6 ‒ We Love Shopping; Homework ‒ Interactive
Activities Unit 6;
10.  Placement Test
11. Review Units 5 and 6
12. Unit 11 ‒ Changing Pop Music; Homework ‒ Interactive
Activities Unit 11
13. Unit 12 ‒ A Healthy Diet? Homework ‒ Interactive
Activities Unit 12
14. Review Unit 11 and 12
15. Unit 11 and 12 Test; End-of-term listening test
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

石井　征子

◎－－－　概要　－－－◎

英文を素早く理解するには、文を左から右に後戻りすることな
く理解することが必要です。日本語と英語は構造が根本的に違
うので、完全な日本語に和訳するとなると、どうしても右から
左へ戻らなければならなくなります。リスニングでも同じこと
で、聞こえる語順をそのままで理解しなければなりません。書
き言葉と違い、音声は後戻りして理解するわけにはいきませ
ん。また、英文を単語ごとではなく、意味のまとまりごと理解
するように訓練していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①パラグラフごとに内容を理解できる。(技能)

②テキストを見ずに、音声だけで大意を理解できる。(技能)

③テキスト内の語彙を習得する。(知識・理解)

④積極的な英語学習者になるように英語学習に取り組むことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1)各章の最初の見開きのページで、その章のキーワード
を確認する。(2)本文を見ながら音声を聞いて本文全体の大意把
握に挑戦する。(3)その際わからない単語に下線を引いておく。
（30分）

復習：(1)テキストのAppendixのページを中心に、授業内容を再
確認する。(2)本文を見ずに、内容が理解できるまで音声を聴
く。(3)単語帳を作成する。(4)次週の復習テストの対策をす
る。(60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点20点（授業参加度、予習の学習状況など）（到達目標
④）
復習テスト20点（到達目標③④）
中間試験20点（到達目標①②②）
定期試験40点（到達目標①③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Reading Access
[Author(s)] 山科美和子、横山三鶴、沖野泰子
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-1-305-07707-2
[Comments]テキスト価格　2000円（税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書は毎回持ってきてください。
授業内でのスマートフォンの使用は認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の進め方、成績評価基準等についての説明
2. Chapter1 家族でアメリカ再発見
3. Chapter2 休暇旅行にボランティア活動
4. Chapter3 双子は似たもの同士
5. Chapter4 養子縁組で幸せつかむ
6. Chapter5 我が家にロボットがやってくる
7. Chapter6 暮らしに役立つ発明品
8. Chapter7 ペットセラピーで生活が好転
9. Chapter8 食事で人生が変わる
10.プレイスメントテスト
11.中間試験
12.Chapter9 アルフレッド・ノーベル
13.Chapter10 マリー・キュリー
14.Chapter11 これからも石油は重要な資源か
15.Chapter12 地震予知は可能なのか
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

川浪　幸代

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能のうち、リスニングとリーディングの力を養いま
す。映画タイタニックのテキストを利用して、リスニングで
は、登場人物のセリフの聞き取りを行います。生の英語ならで
はの音の連結、同化、脱落などの特徴を理解し、音声変化のポ
イントを体系的に学習していきます。また、聞き取った場面を
音読やロールプレイでしっかり発音できるように練習していき
ます。語彙や主要文法の確認を行った後は、視聴場面に関連し
たトピックについてのパッセージの読解演習を行います。ま
た、毎回、前回の復習小テストを行い、学習したことを確実に
身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画タイタニックの登場人物の会話を聞き取ることができる。
(技能)

映画タイタニックの登場人物の会話やキーフレーズを音声変化
に留意して発音できる。(技能)

映画タイタニックの登場人物の会話をロールプレイできる。
(技能)

映画タイタニックに関する一定量の英文を読み解くことができ
る。(知識・理解)

映画タイタニックに登場する重要語句、語彙、文法を理解し、
身につける。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に映画を用いて英語学
習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回のユニットのVocabulary, Expressions, Grammar,
Readingの問いに答え、配布されたパッセージ意味プリントを
完成させる。
復習：学習したユニットのリスニングパートの音読。復習小テ
スト（語彙と内容把握問題）の準備をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
　平常点　　　　　10%（態度・志向性）
　復習小テスト　　20%（知識・理解）
　リスニング試験　20%（技能）
　定期試験　　　　50%（知識・理解）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画タイタニックで学ぶ総合英語
　　　　Learn English with TITANIC
[Author(s)]　Teruhiko Kadoyama
　　　　　　　Simon Capper
[Publisher]　SEIBIDO
[ISBN]　　　9784791960248
[Comments]　テキスト価格 2300円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、前の週の復習小テストがあるので、必ず前回のレッ
スンの復習（語句・内容）をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
　　授業の進め方、予習復習の仕方、評価などについての
説明を受けます。
2.　Unit 1　　The Woman in the Picture　
　　　　　　　分詞１
3.　Unit 2　　Back to Titanic　
　　　　　　　受動態
4.　Unit 3　　Leaving Port　　
　　　　　　　助動詞
5.　Unit 4　　Don't Do It　
　　　　　　　仮定法
6.　Unit 5　　Do You Love Him?　
　　　　　　　進行形
7.　Unit 6　　I Can't See You.　
　　　　　　　関係詞１
8.　Unit 7　　I'm Flying!　　　
　　　　　　　関係詞２
9.　Unit 8　　Iceberg Right Ahead!
　　　　　　　完了形
10.　プレイスメントテスト
11.  Unit 9　　An Honest Thief　
　　　　　　　 分詞２
12.　Unit 10　 Goodbye, Mother　
　　　　　　　 未来形
13.　Unit 11　 Get in the Boat　
　　　　　　　 代名詞
14.　Unit 12　 Two Tragic Bullets　
　　　　　　　 動名詞
15.　前期の総まとめ
　　 クラス内リスニングテスト
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名本　達也

◎－－－　概要　－－－◎

リーティング：幅広いトピックスを網羅したテキストを精読す
ることによって、語彙の増強を図り、諸外国の文化についても
学ぶ。

リスニング：ディクテーション（英文を聴いて書きとる）の形
で進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ある程度の速さ（１分間に100語程度）で、まとまった量の英
文を読み、大意を把握できるようになること。(技能)

簡単な英文を聴きとって、内容を理解し、書き取ることができ
るようになること。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回小テストを実施するので、範囲に該当する部分の予習を
してくること。
(30分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験50点　（大意要約の配点を25点とする）
　平常点　
　リスニング30点：授業中に聴き取った内容を板書し、正解す
れば7.5点を加算する。30点（４回）を上限とする。
　小テストの結果及び授業中の発表内容・訳の分担　20点

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Reading Explorer Second Edition Level 5
[Author(s)]　Paul Macintyre　他
[Publisher]　センゲージ
[ISBN]　978-1-285-84704-7
[Comments]　2,620 (税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回、辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　おおよその目安として、1回に1ユニット進む予定であ
るが、参考までに、各ユニットのタイトルを挙げておく。

1 ガイダンス：授業の進め方・評価について
2 Collapse（冠詞）
3 Beyond Earth　（名詞）
4 Health and Genes (形容詞・副詞）
5 Vanishing Cities（分詞）
6 Eco-Living　（動名詞）
7 Wildlife in Trouble（態）
8 Human Body（不定詞）
9 Social Behavior（比較）
10 プレイスメント・テスト
11 Creativity （前置詞）
12 Elements and Toxins （仮定法）
13 Islam and the West（接続詞）
14 Wealth and Finance 1（語彙）
15 Wealth and Finance 2　(慣用句）
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藤瀬　信子

◎－－－　概要　－－－◎

　身近な健康や食の問題をテーマにした文を読み､英語力を養
う｡
　毎回、本文部分は事前にパラグラフ毎に自発担当者を決め、
何が書いてあるか説明する。確認問題等は指名制とする。
　また、作文力をつけるため、小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙力をつける。各ユニットに出てくる語句を確実に憶える。
(知識・理解)

読解力をつける。各ユニットに出てくる文章を、文法に沿って
正しく理解する。(知識・理解)

作文力をつける。ユニットに出てきた英文をモデルに、言い換
え、書き換えをする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：予定のユニットの下読み、練習問題の準備。小テストの
準備。
復習：予習時に不確かだった箇所や間違っていたところを再確
認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（小テストの結果、授業意欲等）４０％と
定期試験６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Better Health for Every Day
[Author(s)] Amy Mukamuri,西原 俊明 他
[Publisher]　金星堂
[ISBN]9784764739833
[Comments]１９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 必ず予習して出席すること。
欠席は、平常点（授業意欲等）の評価が下がるため減点と
なる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方、成績評価の基準な
どの説明。
（2-14回はテキストに沿って進む）
2-3 unit1 Fuel Your Body and Mind
3-4 unit2 What Helps Keep a Doctor Away?
5-6 unit3 Laughing Will Save You from Going Crazy
6-7 unit4 The French Paradox
8-9 unit5 Americans' Interest in Sushi
10 プレスメントテスト
11-12 unit6 Don't Stay Away from Natto
12-13 unit7 Acute Alcohol Intoxication Can Kill You
14-15 unit8 Is Snoring a Bad Sign?
      まとめ
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中野　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題に慣れ、英語４技能のうちリスニングと
リーディングの力を中心に養います。各ユニットのテーマにつ
いて語彙力を高め、リスニング問題の解答のコツや文法事項を
再確認しながら内容の聞き取りと理解を高めディクテーション
でリスニング力を鍛えます。リーディング問題では、頻出する
語彙と文法を再確認すると共に要点をつかみ（スキミング）、
特定の情報を探し出すこと（スキャニング）が出来る能力を身
につけるトレーニングをし、チャンキング訳の練習を行うこと
で正確に読み取れるリーディング力を高めます。また、Unit毎
にVocabulary Quizの小テストを行って学習を振り返り、確認し
ます。
８回目と１５回目にListening Testを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストに即座に反応できる語彙力がつく。(知識・理解)

文法力を増強することによって英文の理解力が増す。(知識・
理解)

ディクテーション練習やペアでの暗記の練習によって一度で聞
き取れるリスニング力が高まる。(技能)

リーディングではチャンク訳練習をすることで英語の語順で正
確に理解する習慣が身につく。(技能)

ペアワークにより積極的に授業に取り組み、TOEICテストを身
近に感じることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1)小テストをするので、Vocabulary Quizの問題を解いて
スペルを覚えておくこと。Listening Sectionの音を聴いて問題を
解いておくこと。 Reading Sectionも予習することが望ましい。
復習：(１) Listening Partのディクテーションのチェックとエ
ラーの確認　（２）シャドーイング　（３）Reading Partの
CHUNK　TRANSRATION
の自分の訳のチェックと完成　（４）Part7 の音読

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の割合により総合的に評価しま
す。

毎回の授業での課題：20％　(課題、小テスト)
リスニング・テスト：20％
定期試験：60％（文法・読解力テスト）
語彙力・文法力・リスニング力・読解力がどれだけ身について
いるかを成績評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Raise Your Score 150 Plus on the TOEIC Test
[Author(s)]Noboru Matsuoka & Kazuo Sobajima
[Publisher]SHOHAKUSHA
[ISBN]978-4-88198-716-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Unit毎にVocabulary Quizの小テストを行うので、予習とし
て新出単語の意味とスペルを覚えて準備します。
８回目と15回目にリスニング・テストを行うので復習して
準備します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　Introduction：授業の進め方、出欠評価などの説明
を受け、予習・復習の仕方を理解します。2～15回はUnit
毎に小テストを受けます。
第2回 Shopping：Shopping関連英語表現「小テスト」
第3回　At a Restaurant：レストランでの英語表現　「小テ
スト」
第4回　At an Airport：フライトに関する英語表現　「小テ
スト」
第5回　Entertainment：パーティでの英語表現　「小テス
ト」
第6回　At a Hotel：ホテルでの英語表現 「小テスト」
第7回　Job Hunting：就職活動に関する英語表現　「小テ
スト」
第8回　Telephoning：電話英語表現「小テスト」「リスニ
ング・テスト」
第9回　Negotiating： 交渉に関連する英語表現「小テス
ト」
第10回 Giving a Presentation：プレゼンテーションに関連す
る英語表現「小テスト」
第11回　Appointments：アポイントのとり方に関連する英
語表現「小テスト」
第12回　At a Bank：銀行関連英語表現「小テスト」
第13回　On the Street：交通関連英語表現「小テスト」
第14回　Taking a Trip：旅行関連英語表現「小テスト」　
第15回　まとめ「リスニング・テスト」
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浅田　雅明

◎－－－　概要　－－－◎

TOEFLの受験を念頭に実践的なトレーニングを行い、リスニン
グとリーディング、それに加えて英文法のバランスの取れた総
合的な英語力を強化します。出題形式に慣れ、まずは基本的な
文法知識とリスニングスキルの養成を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができる。(技能)

英文の内容がを正確に早く理解できるよう、速読力を身につけ
る。(技能)

基本的文法事項を正しく理解できる。(知識・理解)

TOEFLで使用される語彙を理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットのWarm upを授業前に予習しておくこと。
（30分）
復習：授業後は授業中に間違った文法事項の再確認と付属の
CDでできる限り音声を聞いてください。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：授業の到達目標に記載した通り、英語を聞き取
る能力と語彙、文法の理解度、英文の内容をできるだけ早く理
解する能力を評価の基準とする。
成績評価の方法：各到達目標の達成度は、下記の方法と割合に
より評価します。
定期試験　６０％（テキストのリーディングセクションの理解
度）
リスニング試験　４０％（英語を聞き取る力）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Key Strategies for Success on the TOEIC Test 400
[Author(s)]Atsuko Nishitani
[Publisher]朝日出版
[ISBN]9784255156354
[Comments]テキスト価格1,800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初の授業から必ずテキストを持参してください

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週ListeningとReadingの各ユニットをひとつずつ進んでい
きます。この授業の最終日にはリスニング試験を実施しま
す。
1.Introduction
2.Unit L-1 人物が写っている写真
　Unit R-1 品詞（名詞・形容詞）
3.Unit L-2 人物が写っていない写真
  Unit R-2 品詞（動詞・副詞）
4.Unit L-3 疑問詞で始まる疑問文
　Unit R-3 代名詞・動詞の形
5.Unit L-4 機能別疑問文
　Unit R-4 動詞の形・時制
6.Unit L-5 選択疑問文・Yes/No疑問文
　Unit R-5 前置詞・接続詞
7.Unit L-6 Part 2の総合演習
　Unit R-6 長文穴埋め問題
8.Unit L-7 全体問題・詳細問題の区別
　Unit R-7 広告
9.Unit L-8 職業・提案・次の行動
　Unit R-8 チャット・Eメール
10.Unit L-9 トピック・依頼・目的
　 Unit R-9 Eメール（２）
11.Unit L-10 録音メッセージ・広告
　 Unit R-10 手紙
12.Unit L-11 アナウンス・トーク・ニュース
　 Unit R-11 告知・社内回覧
13.Unit L-12 グラフィック問題
　 Unit R-12 ダプルパッセージ
14.Unit L-13 Review
　 Unit R-13 Review
15.LISTENING TEST
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迫　由紀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC形式の練習問題を解きながら、英語基礎学力、特に
ReadingとListeningを身に着けることを目標とする。
TOEICテストの形式と目的を理解し、英語のリスニング、リー
ディングに関して、限られた時間で、速読速解するための解答
力アップのストラテジーを学ぶ。
ユニットごとに決められたテーマに即した問題を解きながら、
実際のTOEIC　L&Rの出題形式に慣れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの形式に慣れ、出題の意図、解法のポイントが理解でき
る。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、速読力
を身につける。(技能)

現代社会、ビジネス社会での生の英語の速度やリズムに慣れ、
聞き取ることができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるように積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回のユニットのリスニング練習と音読練習（30分）テ
キストの問題演習（60分）
復習：同じミスをしないように、なぜできなかったかを理解し
ながら、再度問題を解く。（60分）
授業はあくまで、予習で準備してきた答え合わせ、自分の問題
点、現状把握、の場である。授業だけでテスト対策などできな
いことを理解したうえで、授業時間外の学習にしっかり時間を
かけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

 平素の活動状況（小テスト、授業への積極的な取り組みなど）
50％
 教場試験　50％

 積極的な英語学習取り組み状況と語彙力・速読力・リスニング
力がどれだけ身についているかを成績評価の基準とします。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。
ただし、教場試験にやむを得ず欠席した学生（伝染病の罹患な
ど）に限り、代替措置として追試を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC L&R Test Pre-Intermediate
[Authers] Yumiko Mizoguchi, Machiko Yanagita
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4089-1
テキスト価格　￥2000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わり
に使用することは認めない。
・単語の意味だけでなく、語法、用例の理解が重要なので
紙媒体の辞書を推奨する。（例：コリンズコウビルド英語
辞典、ロングマン英英辞典、5万語程度収録の英和中辞
典）
・TOEICの要求するコミュニケーション能力とは、ことば
の意味だけでなく、社会人としての生活様式、ビジネスマ
ナーといったことばの意図、背景を読み取ることである。
毎回、英語の世界観をイメージできるよう、授業の最初か
ら最後まで集中して臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． Introduction：TOEICについて
2． Unit 2　 Travel
3.  Unit 3   Hotels
4.  Unit 4   Dining
5.  Unit 5   Sports and Hobbies
6.  Unit 6   Phone Calls and Emails
7.  Unit 7   Health
8.  Unit 8   Ecology
9.  Unit 9   Shopping
10. Unit 10  Transportation
11. Unit 11  Computers
12. Unit 11　Offices
13. Unit 12  Jobs
14. Unit 13  Business
15. 総まとめと教場試験
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蒲原　順子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEIC Listening & Speaking Test　形式の問題演
習を通して、テスト・ストラテジー、リスニング力、リーディ
ング力、文法力を総合的に伸ばし、「英語力」の向上を最終的
な目的とします。また、リスニング力とリーディング力をつけ
るための音読演習を通してスピーキング力をつける下地を作
る。テキストはそれぞれのUnit で食事、旅行などのテーマが設
定され１回の授業でTOEIC L&R のPart 1 からPart 7 までの問題
演習と特定の文法事項について学習する構成になっており、授
業もこれに従って進行する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①トピック別の語彙を習得する。(知識・理解)

②日常よく使う英語表現を理解して覚える。(知識・理解)

③英語の音の特徴に慣れ、リスニング力を向上させる。(技能)

④英文を語順通りに読む癖をつけ速読力をつける。(技能)

⑤文法知識を深める。(知識・理解)

⑥自主的に学習する習慣をつける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次に学習するUnit の語彙のパートだけでなく、全体を読
んで知らない語彙を調べておく。演習問題を解いてみる。(40
分）
復習：間違った問題を再度解いて不明な点がないようにしてお
く。配布するリスニング用のスクリプトを音読する。（40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点１０％( 到達目標 ⑥）
・小テスト３０％（到達目標 ①②）
・定期試験 ７０％ (到達目標①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]STEPーUP　SKILLS　FOR　THE　TOEIC　
LISTENING　AND READING　TEST
[Author(s)] Yasuyuki Kitano
[Publisher] Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15595-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各Unit 終了後語彙と表現の小テストを行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方。小テスト
2. Unit 1 Eating Out: 語彙、Parts1-7 問題演習、文法（動
詞）
3. Unit 2 Travel:Parts1-7 問題演習、文法（動詞）
4. Unit 3 Amusement :Parts1-7 問題演習、文法（品詞）
5. Unit 4 Meetings : Parts 1-7 問題演習、文法(分詞）
6. Unit 5 Personnel: Parts 1-7 問題演習、文法(不定詞と動名
詞）
7. Unit 6 Shopping : Parts 1-7 問題演習、文法(不定詞と動名
詞）
8.Unit 7 Advertisement : Parts 1-7 問題演習、文法(仮定法）
9.Unit 8 Daily Life : Parts 1-7 問題演習、文法(受動態）
10.Unit 9 Office Work : Parts 1-7 問題演習、文法(代名詞）
11.Unit 10 Business : Parts 1-7 問題演習、文法(数量詞・比
較）
12. Unit 11 Trafic: Parts 1-7 問題演習、文法(接続詞）
13. Unit 12 Finance and Banking :Parts 1-7 問題演習、文法(接
続詞）
14.Unit 13  Media :Parts 1-7 問題演習、文法(接続詞）
15. Unit 14 Health and Welfare:Parts 1-7 問題演習、コロケー
ション
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コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、英語資格試験のうちTOEIC対策用の教材（400点
レベル）を使用し、実践的に問題を解いていくことでテスト構
成や形式に慣れるトレーニングを行います。言語の４技能は相
互に関連しているため、ListeningとReading能力はSpeakingと
Writingというアウトプット能力を磨くことで更に上達すると言
われています。
よって授業では、TOEICの試験対策だけでなく総合的な英語運
用力を養うことを目的とし、オンライン上利用可能なリーディ
ングおよびリスニング素材をふんだんに使用します。また、ペ
アやグループワークによる協働作業を多く取り入れ、適宜、発
表等のプロジェクトを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習  指定箇所（文章の一読、知らない単語の推測＋辞書での
確認等)（30min)
復習  レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの学
習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30% （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R) TEST INTRO
/ 2nd Edition
[Author(s)] Mark D. Stafford
[Publisher] Kirihara Shoten
[ISBN] 978-4-342-55261-8

[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ずウェブサイト上で確認の
上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1 Daily Life (Listening parts)
3: Unit 2 Places   (Reading parts)
4: Unit 3 People (Listening parts)
5: Unit 4 Travel  (Reading parts)
6: Unit 5 Business (Listening parts)
7: Review (U1-5) + Project 1
8: Unit 6 Office  (Reading parts)
9: Unit 7 Technology (Listening parts)
10: Unit 8 Personnel  (Reading parts)
11: Unit 9 Management (Listening parts)
12: Unit 10 Purchasing  (Reading parts)
13: Unit 11 Finances (Listening parts)
14: Review (U6-10) + Project 2
15: Overall review of the semester & term test
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]LIGHTING UP THE TOEIC TEST
[Author(s)]植木美千子他
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4025-9
[Comments]テキストに加え自作ハンドアウトを配布する事
がある

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Unit 1: Traveling (wh疑問文)

3. Unit 2: Daily Life & Shopping (呼応の理解)

4. Unit 3: At Restaurant (級)

5. Unit 4: Job Hunting 1 (関係代名詞・分詞)

6. Unit 4: Job Hunting 2 (関係代名詞・分詞)

7. Unit 5: At the Office 1 (オフィス内の会話)

8. Unit 6: At the Office 2 (名詞の可算・不可算)

9. Unit 8: Doing Business Online (仮定法)

10. Unit 9: Housing (前置詞)

11. Unit 10: Making Deals & Contracts (動名詞・不定詞)

12. Unit 11: Public Service (接続詞)

13. Unit 12: Banking & Finance (形容詞・副詞)

14. Unit 13: At Seminars & Workshops (文脈の捉え方)

15. Unit 14: News & Media (時制)

※Unit 7はReview Testのため、授業中には実施しません
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

原岡　薫

◎－－－　概要　－－－◎

この授業はわが国で実施される各種の英語資格検定試験のう
ち、特に社会的にニーズの高いTOEIC、TOEFL、STEP（英
検）の受験を念頭に、実践的なトレーニングを中心に据えた授
業を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各検定試験の特徴を理解する(知識・理解)

英文法の基礎を確認する(技能)

リスニング練習を繰り返し、キーワードをつかむ(態度・志向
性)

テキストに付随するCDを自主的に学習する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
1）次の回でするUnitのWarm-upExercises（30分）
復習
1）学習したUnitのリスニングパートを使ったシャドーイング
2）語彙と内容把握問題の準備（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（10％）、小テスト（20％）、リスニング試験
（10％）、定期試験の結果（60％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]TOEICテスト　パーフェクト演習
[Author(s)]石井隆之
[Publisher]成美堂
[ISBN]9784791912896
[Comments]￥2200

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業には、辞書を持参のこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　講義の目標と進め方について

第2回　名詞と代名詞

第3回　形容詞と冠詞

第4回　副詞

第5回　比較

第6回　動詞と時制（1）

第7回　動詞と時制（2）

第8回　未来表現

第9回　主語と動詞の呼応

第10回　能動態と受動態

第11回　不定詞と動名詞

第12回　分詞

第13回　助動詞

第14回　関係代名詞

第15回　関係副詞
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

In each class, students will:
・Work with a partner to complete vocabulary and grammar drills.
・Discuss with a partner how to express ideas in English while
writing sentences (stories) neatly and creatively.
・Practice pronunciation.
・Make and submit voice recordings.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build communicative skills by verbally expressing ideas and taking
guesses.(技能)

To cooperate with classmates in order to complete tasks.(態度・志向
性)

To improve basic English grammar and vocabulary skills through
speaking and writing activities.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should come to every class with a notebook, a pencil and
much enthusiasm. Regarding homework, students should study
vocabulary lists and story texts from each class in preparation for the
final test.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active Participation ‒ 20%
Students must arrive on time and take part in all activities. Students
who are absent or arrive late for class will lose points, as will students
that are off-task (e.g. sleeping, using mobile phones, etc.).

Assignments - 70%
1) Group Writing (10 X 3% each = 30%)
2) Voice Recording (10 X 4% each = 40%)
Final Test ‒ 10%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]　No textbook is required.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Practice Activity #1　"Losing weight"
3. Practice Activity #2 "Looking at scenery"
4. Assignment #1 "A stray dog" (7%)
5. Assignment #2 "On a gondola in Venice"　(7%)
6. Assignment #3 "Catching a thief"　(7%)
7. Assignment #4 "In the library"　(7%)
8. Assignment #5 "Fear of heights"　(7%)
9. Assignment #6 "At a coffee shop"　(7%)
10. Assignment #7 "Blocking out noise"　(7%)
11. Assignment #8 "Losing things"　(7%)
12. Assignment #9 "A misunderstanding"　(7%)
13. Assignment 10 "Traveling and moving"　(7%)
(Each Assignment above includes two parts: Group Writing -
3%, and Voice Recording - 4%)
14. Review class
15. Final Test (10%)

◎－－－　URL　－－－◎

Course website
(http://learneigo.com)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ブリルコ，アリーナ

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will develop their speaking and writing skills.
Students will learn to talk about their likes and interests, talk about
habits and routines, jobs and their abilities. Students will also learn to
describe things and how they work and describe sequences. Students
will learn how to express their opinions in writing. There will be
homework for students to complete each week. Homework will
include writing practice, vocabulary and review of lesson content.
Students will practice speaking skills in pairs and small groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1) Students will increase their vocabulary to talk about their
everyday life.(知識・理解)

5) Students will improve their speaking skills. (技能)

3) Students will improve their speaking confidence.(態度・志向
性)

2) Students will learn to write various types of short texts.(技能)

4) Students will improve their grammar.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework every week. Homework will
include vocabulary, speaking and / or short written tasks from
Workbook. (45 min) Students should review the content of a previous
lesson.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Homework ‒ 30%
Written tasks ‒ 20%
Speaking projects (presentations) ‒ 20%
Participation (In ‒class speaking tasks)  -30%

There is no end of term exam (teiki shaken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shaken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Textbook] Keynote 1A Combo Split
[Author(s)]: David Bohlke and Ben Cevik
[Publisher]: Cengage Learning
[ISBN]: 978-1-337-10892-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There are no points for attendance, but students will lose points if
they are absent because they’ll miss speaking or written tasks.
To pass this course, students must:
1) actively participate in class activities
2) complete homework
3) come to all (or almost all) lessons.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework and
efforts in class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course; syllabus overview
2. Unit 1. Lessons A and B. Music. Talking about likes and
interests. Homework: Workbook Lessons A and B.
3. Unit 1. Lesson E. Getting to know you. Writing: Writing
an email to introduce yourself. Homework: Workbook Lesson E.
4. Unit 2. Lessons A and B.  Spending Habits. Talking about
habits and routines. Homework: Workbook Lessons A and B.
5. Unit 2. Lesson E. Are you a green shopper? Writing:
Writing a social media post. Homework: Workbook Lesson E.
6. Unit 3. Lessons A and B. Jobs. Asking about and
describing jobs. Homework: Workbook Lessons A and B.
7. Unit 3. Lesson E. What’s my job? Writing: Writing
about a dream job. Homework: Workbook Lesson E.
8. Presentation 1: Introducing someone you know.
9. Unit 4. Lessons A and B. Talents. Describing abilities and
talents. Homework: Workbook Lessons A and B.
10. Unit 4. Lesson E. Recommending a job. Writing: Writing
about someone with an unusual ability. Homework: Workbook
Lesson E.
11. Unit 5. Lessons A and B. Technology. Describing things
and how they work. Homework: Workbook Lessons A and B.
12. Unit 5. Lesson E. A new app. Writing: Writing a review
of a piece of technology. Homework: Workbook Lesson E.
13. Unit 6. Lessons A and B. Challenges. Describing
sequence. Homework: Workbook Lessons A and B.
14. Unit 6. Lesson E. Dos and don’ts. Writing: Writing
about a person who overcame a challenge. Homework:
Workbook Lesson E.
15.  Presentation 2. Presenting a favorite piece of
technology.
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎－－－　概要　－－－◎

In this class we will communicate in English through dialogues,
conversations, games, speeches, and so on.  Although we will mostly
speak English, we will also read and write it, because all these skills
are connected.  We will work in pairs and in small and large groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) This class should improve your English skills.(技能)

(2) This class should improve your English motivation and
enjoyment.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Seven times you will have homework that should take about 30
minutes to prepare: handouts (プリント) to read, short conversations
to learn, or short reports to write. You will spend at least two hours
per week of review outside class time.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

25% homework: to evaluate goal (1) 技能

25% tests: to evaluate goal (1) 技能

25% discussion: to evaluate goals (1) 技能 and (2) 態度・志向性

25% participation & motivation: to evaluate goals (1) 技能 and (2) 態
度・志向性
 
※There is no end of term examination (teikishiken) for this course
during the official examination period. There will be no re-
examination (saishiken).

※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the class
because the teacher cannot evaluate their homework, tests, discussion,
or participation and motivation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
We will use handouts (プリント) in class.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：　Introduction
第２回：　Surveys
第３回：　Survey Reports: First Groups
第４回：　Survey Reports: Second Groups
第５回：　Survey Reports: Third Groups
第６回：　Asking about Another Person
第７回：　Pronunciation Practice
第８回：　Communication Games
第９回：　 Asking Favors
第１０回：　 Borrowing and Lending
第１１回：　 Numbers Practice
第１２回：　 Twenty-One Questions
第１３回：　Newspaper Comics: Introduction
第１４回：　Newspaper Comics: Expressions
第１５回：　Free Conversation Topics
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に
答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりませ
ん。宿題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをした
り、会話テストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(知識・理解)

日常のスピーキング(知識・理解)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキスト
の部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題
と、ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ
毎週、小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼン
テーションか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授
業外での準備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
10%   プレゼンテーション１（4週目）　
10%   会話テスト１ （8週目）　
20%   プレゼンテーション２　（11週目）
20%   会話テスト２ （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question
があります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、よ
り長い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書
くためのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 1A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620359
[Comments] オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してください。
しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質問をし
たりプレゼンテーションをしているときには聞きましょう。ちゃん
と参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるような学生は、減
点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてください。
遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テストを
受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テストを受け
損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大幅
に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダウ
ンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class writing. 宿
題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終わ
らせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1 の練
習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わら
せ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ランダ
ム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3 Self-
Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿題:
Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を終
わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus. プレ
ゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る. 宿
題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わらせる.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わら
せる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション2 の
練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-Study
& Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 -  小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study &
Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellth3.blogspot.com)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their speaking, listening, reading,
and writing skills.  By learning to think critically about interesting
topics, students will learn how to participate in small-group
discussions and express their opinions clearly.  Two speaking tests in
weeks 8 and 15 will test oral ability.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will be able to participate in group discussions(技能)

2 Students will be able to express opinions orally and in writing(技能)

3 Students will learn how to be a good listener and give feedback in
English(技能)

4 Students will practice native-like English pronunciation(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on preparing for group discussions.  This work will take two
hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
20% Midterm Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
20% Final Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
30% Participation  (到達目標1,2,3,4)
30% Weekly assignments and mini-discussions (到達目標1,2,3,4)

There is no end of term exam (teiki shiken)during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
No text required

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction
02: Movies
03: Social media
04: Social media
05: Apple vs Android
06: Ranking things
07: Prepare for Test
08: Speaking Test 1
09: LGBT
10: Women in the workplace
11: Piracy
12: Drinking Age
13: Video Games and Violence
14: Prepare for Test
15: Speaking Test 2
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will do listening and speaking activities to
improve their communication skills. Students will do many speaking
activities with their classmates in class. Students will have homework
at the end of each unit. Homework will include answering questions
and preparing a short talk to give in the next class. Students will give
their talks in week 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14. There will be 2
quizzes in the course and one final test. The first quiz will be in week
6, the second quiz in week 11, and the final test will be in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will be able to speak more smoothly.(技能)

2.　Students will be able to ask and answer questions about simple
topics.(技能)

3.　Students will understand short conversations.(知識・理解)

4.　Students will become more confident speaking about simple
topics.(態度・志向性)

5. Students will actively participate in speaking activities. (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on answering questions about the topic in the unit. (30 min) Students
must also prepare a short talk about the topic. (90 min) Students
should review the homework and content of the textbook before the
quizzes and final test. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening and writing activities in class: 30%
　(到達目標1, 2 ,3 , 4, 5)
Homework: 20% 　(到達目標 1, 2, 4, 5)
Quizzes: 20%　(到達目標 2)
Final Test: 30% 　(到達目標 2)

Students will lose participation points for being absent or late.
Students will lose participation points for not completing in-class
work.
Students will lose points if they are absent for quizzes and the final
test without an excused absence.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Out Front 6th Edition
[Author(s)]　Robert Diem & Roberto Rabbini
[Publisher]　English Education Press
[ISBN]　9784865390339
[Comments]　￥2,200

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Personal Information    Homework:Questions p.79,
prepare talk
2.Unit 2 Family and home    Homework:Questions p.80, prepare
talk
3.Unit 3 Hobbies and Preferences    Homework:Questions p.81,
prepare talk
4.Unit 4 Times and Dates    Homework:Questions p.82, prepare
talk
5.Review
6.Quiz Units 1-4, Unit 5 Shopping    Homework:Questions p.83,
prepare talk
7.Unit 6 Routines    Homework:Questions p.84, prepare talk
8.Unit 7 Vacation    Homework:Questions p.85, prepare talk
9.Unit 8 Help! I’m lost    Homework:Questions p.86, prepare
talk
10.Review
11.Quiz Units 5-8, Unit 9 Travel    Homework:Questions p.87
prepare talk
12.Unit 11 Eating Out    Homework:Questions p.89, prepare talk
13.Unit 12 Health    Homework:Questions p.90, prepare talk
14.Review
15.Final Test
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in speaking and
writing. Students have to participate in class and group activities. If
students do not participate, it will not only be unfair on others, but it
will be very difficult for you to pass the course.
After each unit of the textbook is completed, the following week there
will be a quiz at the beginning of the class. The scores from the
quizzes will be a component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have discussed in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will actively engage in English learning to improve skills
in communication and comprehension. (skills)(技能)

2. Students will be able to maintain a conversation for a given period
of time. (skills)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes/Homework: 25%
In class conversation/Presentation: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Firsthand 2, 5th Edition
[Author(s)] Marc Helgesen / Steven Brown
[Publisher] Pearson
[ISBN] 978-9813130234
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday, period #2 (10:40 -
12:10)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment. Vocabulary for Topic 1
2. Topic 1: Vocabulary quiz. Introductions/talking about interests
3. Topic 1: Part 2
4. Quiz: Topic 1. Topic 2: Expressing feelings/emotions
5. Topic 2: Part 2
6. Conversation 1
7. Quiz: Topic 2. Topic 3: sharing opinions
8. Topic 3: Part 2
9. Quiz: Topic 3. Topic 4: Talking about events
10. Topic 4 Part 2
11. Quiz: Topic 4. Topic 5: Making plans
12. Topic 5: Part 2
13. Quiz Topic 5. Presentation
14. Review Topics 1 to 5
15. Exam in class
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
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ルー，ペトラス　ウィレム

◎－－－　概要　－－－◎

Course Outline
In this course, students will aim to develop their speaking and writing
skills. There will be writing and listening homework every week.
There will be two main class tests: a mid-term test (lesson 10) and
final test, at term-end (lesson 15).

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will develop speaking skills(知識・理解)

2. Students will develop writing skills(知識・理解)

3. Students will develop understandings of written patterns(技能)

4. Students will develop understandings of speaking patterns(技能)

5. Students will develop confidence in expression of language(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Preparation and Review
Students must complete homework each week.
Homework will focus on listening, comprehension questions and
vocabulary study.
Classroom work will focus on speaking, listening and limited writing.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

Student achievement will be measured in the following ways:

1. Homework: 20% (Textbook based/Online listening and practice)
2. Mid-Term Test: 40% (Textbook based Listening & Conversation
comprehension )
3. Term-End Test: 40% (Textbook based Listening & Conversation
comprehension)

* Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail because
the teacher cannot evaluate their classroom and homework efforts.

There is NO end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will be NO reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Smart Choice Level 1 Multi-Pack A with Online Practice
and On The Move
[Author(s)]Ken Wilson and Thomas Healy
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-460267-9
[Comments]Please buy from the university bookstore.
The textbook is: Smart Choice Level 1 Multi-Pack A with Online
Practice and On The Move

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Notice
To pass this course, students must:
- Actively participate in class
- Work in small groups
- Attend all (or almost all) classes
- Complete textbook homework

* The teacher’s office hour is Tuesdays, period 3
(13:00-14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Introduction
2. Unit 1 Nice to meet you!
3. Unit 2 What do you do?
4. Unit 3 Do you like spicy food?
5. REVIEW Unit 1-3
6. Unit 4 How often do you do yoga?
7. Unit 5 What are you watching?
8. Unit 6 Where were you yesterday?
9. REVIEW Unit 4-6
10. MIDTERM TEST
11. Unit 7 Is there a bank near here?
12. Unit 8 Did you have a good time?
13. Unit 9 I’m going to go by care
14. REVIEW: Unit 7-9
15. TERM-END TEST
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will practice writing and speaking English in a
natural style. Students will be able to speak simple English sentences
in a conversation style. The key points for speaking practice will be
pronunciation, stress of key words and intonation. Students will
become aware of differences between English and Japanese
vocabulary, pronunciation, meaning and grammar. Students will learn
about different types of communication problems. They will learn how
to give advice to avoid or solve these problems when they
communicate in English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will understand the importance of English pronunciation,
stress of key words and intonation in sentences.    (知識・理解)

2. Students will become more aware of different types of
communication problems.  (知識・理解)

3. Students will be able to give simple advice how to prevent or solve
common types of communication problems.(技能)

4. Students will understand differences between writing and speaking
styles in English.(知識・理解)

5. Students will develop their confidence to speak in English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
10% Translation of Japanese sentences into English conversation style
　(到達目標 4)
20% Writing homework for the speaking presentation　(到達目標2,
3, 4)
20% Picture card preparation and use for the speaking presentation　
(到達目標 2, 3)
20% Speaking presentation (到達目標 1, 5)
20% Loan words (gairaigo) vocabulary writing practice　(到達目標
2, 4)
10%  Active participation in conversation and group speaking practice.
※ There is no score for attendance.
There is no end of term examination for this course during the official
examination period. 「定期試験なし」　There will also be no
reexamination 「再試験なし」.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course
because the teacher cannot evaluate their homework, or their efforts in
class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework on time;
4. must complete one speaking presentation.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. First time good and bad conversation questions.  Homework:
students must translate some Japanese sentences into an English
conversation style.
2. Study of some different types of cross-cultural communication
problems. Explanation of speaking presentation assessment.
Homework: writing about a cross-cultural communication
problem for the speaking presentation.
3. Study of advice to solve or avoid communication problems.
4. Study of some common loan words (gairaigo) used in
Japanese. English spelling, meaning and grammar of loan words.
5. Study of a communication problem that happened at a
barbecue.
6. Study of differences between English dictionary vocabulary
and English conversation vocabulary styles.
7. Study of differences between English translation of Japanese
sentences and English conversation styles. Students must hand in
the writing homework for the speaking presentation in this lesson.
Conversation style translation test. Homework: students must
complete writing about the topics “My Holiday” and “My
Hometown” for pronunciation practice in the next lesson.
8. Speaking practice of the homework writing topics.
Pronunciation, stress of key words and intonation practice.
9. Advice for making speaking presentation picture cards.
Students will begin to draw small size pictures for their speaking
presentation. Homework: students must finish drawing all small
size pictures for their speaking presentation.
10. Checking small pictures for the speaking presentation.
Homework: students must finish drawing all large size pictures
for their speaking presentation.
11. Checking large pictures for the speaking presentation.
Homework: students must practice their speaking presentation.
The focus is pronunciation, stress of key words, intonation,
gesture and timing for showing the large pictures.
12. Speaking presentations (about half of the students at random).
13. Speaking presentations (about half of the students at random).
14. General conversation review.
15. Review of key points about culture, speaking English and
communication problems.



2019-SJ00009603-78フレッシュマン・イングリッシュⅢ「C IA-11」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their speaking, listening, reading,
and writing skills.  By learning to think critically about interesting
topics, students will learn how to participate in small-group
discussions and express their opinions clearly.  Two speaking tests in
weeks 8 and 15 will test oral ability.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will be able to participate in group discussions(技能)

2 Students will be able to express opinions orally and in writing(技能)

3 Students will learn how to be a good listener and give feedback in
English(技能)

4 Students will practice native-like English pronunciation(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on preparing for group discussions.  This work will take two
hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
20% Midterm Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
20% Final Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
30% Participation  (到達目標1,2,3,4)
30% Weekly assignments and mini-discussions (到達目標1,2,3,4)

There is no end of term exam (teiki shiken)during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
No text required

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction
02: Movies
03: Social media
04: Social media
05: Apple vs Android
06: Ranking things
07: Prepare for Test
08: Speaking Test 1
09: LGBT
10: Women in the workplace
11: Piracy
12: Drinking Age
13: Video Games and Violence
14: Prepare for Test
15: Speaking Test 2
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

During lessons, students will practice speaking and listening in small groups and
also with the teacher. Participation in these activities is necessary to gain the skills
that will be tested on the speaking tests.

There will be six homework assignments. The homework will be from the textbook
and on papers made by the teacher. Homework must first be completed in the
textbook and/or on the paper, and second entered into the class internet homepage
by the night before class. Doing this homework will prepare students for class
activities and for the quizzes. On weeks when there is no homework, students will
need to study for quizzes and speaking tests.

There will be five quizzes (short tests of 10-30 questions). The topics of the
quizzes will be the things studied in class and on the homework.

There will be three speaking tests. For the first one, students will speak in pairs,
practicing mostly questions and answers. For the second one, students will speak
with the teacher to show that they have learned the sentence patterns learned in
class. For the last one, students will talk in groups for 10-20 minutes, using all of
the skills practiced during the semester.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students who actively participate in class will be able to have simple
conversations in English about personal and professional topics. (技能)

2. Students will get more vocabulary and grammar knowledge, and improve their
ability to use the knowledge they have for actual communication.(知識・理解)

3. Students will learn strategies to successfully communicate even in difficult
situations with people from around the world.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not accepted).
In weeks where there is no homework, students need to review the textbook and
class activities to study for quizzes and speaking tests. This homework and review
will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

1. Quizzes: 20% (到達目標2)
2. Homework: 20% (到達目標2)
3. Speaking test 1: 15% (到達目標1 & 2)
4. Speaking test 2: 15% (到達目標1 & 2)
5. Speaking test 3: 30% (到達目標3)

Note: final scores may be increased or decreased by up to 10% based on
participation in class activities. (到達目標1, 2, & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Students who are absent without a good reason will get a zero on any test or quiz
given on that day. If a student has an emergency (medical, family problem, etc.) or
if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.), then they
must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If they do, they can
discuss with the teacher about how to make up the thing that they missed.

Students who actively participate in most classes may receive extra points added to
their final grade. Students who are late, who don’t bring their materials, who
sleep, who don't participate in class activities, who use too much Japanese, or who
cause problems in class may lose points from their final grade.

Any student who copies another student on homework, in-class work, or quizzes
will get -5% to their final class grade each time they copy because copying is
cheating. If the person who was copied gave permission to the cheater, that person
will also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Four Corners Level 2B
[Author(s)] Jack C. Richards and David Bohlke
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9781108627726
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Late homework is not accepted except when a student has an
emergency.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus. Homework 1
assigned.
2) "Yes/No Questions." Quiz 1. Homework 1 due (the night
before class). Homework 2 assigned.
3) "WH-Questions." Homework 2 due (the night before class).
4) "WH-Questions." Quiz 2.
5) Speaking Test 1. Homework 3 assigned.
6) Unit 7. Homework 3 due (the night before class).
7) Unit 8.
8) Unit 8.  Quiz 3.
9) Speaking Test 2. Homework 4 assigned.
10) Unit 10. Homework 4 due (the night before class).
11) Unit 11. Quiz 4. Homework 5 assigned.
12) Unit 12. Homework 5 due (the night before class).
13) Unit 12. Quiz 5. Homework 6 assigned.
14) Speaking Test 3 practice. Homework 6 due in class (no
online assignment).
15) Speaking Test 3.

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松尾　キャサリン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their speaking skills. Students
will improve their speaking by practicing pronunciation and
intonation. Students will learn how to communicate in English by
doing pair-work communication activities about topics and about
different situations (e.g. apologizing, inviting). To develop
vocabulary, we shall also study news events as they happen during a
term. As the course continues, we will learn how to take and make
longer turns. We will also practice making our turns more complex in
terms of grammar. As noted, students will learn to understand topics
connected with current events in the news. The teacher will make
notes of the vocabulary and phrases that occur in lessons and make
handouts which she will print out and give to students during the
semester. Students must review and show that they have knowledge of
the content of these handouts after receiving the handout. Every week,
class will begin with a review of the previous lesson(s) so students
must review course content each and every week. Your performance
in this review will account for 20% of your grade.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①Students will learn a range of functions in English. Students will
learn to ask and answer questions.(知識・理解)

②Students will develop flexibility in how to express themselves and
in order to perform functions. (技能)

③Students will learn principles of communication and demonstrate
that they understand them by their attitude and behaviour.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Every lesson will begin with a review of the content studied in
previous lessons.
Students must study the notes they write in class and also the
teacher’s handouts to review course content. Students should show
that they understand the content of the previous lessons. Students will
show their understanding by talking about previous topics, and asking
questions to fellow students about topics. Students are expected to
spend 2 hours per week of review outside class time. Student
performance in weekly review will account for 20% of the course
grade.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・Performance in weekly review: 20%
・中間テスト: 20%
・Performance on in-class tests at the end of term: 60%
※There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).
※ There is no textbook for this course.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

「なし」 The teacher will provide teaching materials.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small groups for conversation practice,
complete homework and come to all (or almost all) lessons.
※Students must bring a dictionary to each lesson.
※　Students must NOT use mobile phones or smartphones in
class unless asked to do so to find information.
※ There is no textbook for this course.
※Attendance and enthusiastic participation are vital to success
in this course, since each week builds upon the work of the
previous week.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Reading the Common European Framework of
Reference to see what we need to be able to do; practicing
pronunciation.
Weeks 2 to 5: Cooperating in conversations on various topics
and in order to do various things such as apologizing, inviting.
Saying more than the minimum, reacting, asking questions.
Week 6: Review
Week 7: Mid-term test/中間テスト.
Weeks 8 to 12:　 Cooperating in conversations on various topics
and in order to do various things such as apologizing, inviting.
Saying more than the minimum, reacting, asking questions.
Taking longer turns.
Week 13: Review of the course.
Week 14: In-class testing.
Week 15: In-class testing.



2019-SJ00009603-81フレッシュマン・イングリッシュⅢ「C IA-14」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice English speaking skills, combined
with writing activities that build speaking and presentation abilities.
Students must complete weekly assignments for homework.
There will be a mid-term test in Week 8, and a final test in Week 15.
While test taking practise will focus on speaking and writing, the class will also
involve some listening and reading materials.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to communicate with confidence on a wide range of topics
(such as food, movies, music, sports, hobbies, travel, etc.)(技能)

2. Students will develop the ability to use various follow-up questions to maintain
conversation.(技能)

3. Students will be able to listen for details and be able to report these details to
class partners and to the teacher.(技能)

4. Student’s writing skills will be developed to help communicate in spoken
English. (技能)

5. Vocabulary knowledge of general speaking skills will improve.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/interview,
journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

30% - Classwork / Textbook / Speaking Activities / In class review quizzes / In
class pair and group interaction; interview note-taking (到達目標1)
10% - Speaking Assignments with assigned partners. Use your notes to submit a 1-
minute audio summary of your interview with your partner. (You must submit 10
of 12 Assignments) (到達目標2)
10% - Listening Homework Notes: You must submit 10 of 12 Assignments (到達
目標3)
10% - Diary Homework: Based on speaking topics for the week. 100 words per
activity. (You must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標4)
10% - Vocabulary Homework: Meanings and 10x original example sentences (You
must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標5)
15% - Midterm Test: Week 8 (到達目標1-5)
15% - Final Test: Week 15 (到達目標1-5)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class; for
checking phone during class; for not concentrating during class; for speaking
Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with teacher’s
instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will affect your
overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given by
the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate Abroad: Essential English for Travel and
Study
[Author(s)] Cookson and Tajima
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-4-86312-277-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Unit 1 “My Suitcase is overweight” / Airport check-in /
Airline baggage rules / Spoken Interaction Homework 1
3- Unit 2 “I’m Suffering from Jet Lag” / Jet lag / Time zones
/ Spoken Interaction Homework 2
4- Unit 3 “Each Host Family Is Different” / Homestays / Host
family rules / Spoken Interaction Homework 3
5- Unit 4 “I’m Experiencing Culture Shock”. / Cultural
differences / Stages of culture shock. / Spoken Interaction
Homework 4
6- Unit 5 “My Dormitory Is too Noisy”. / Dormitory life /
Suggestions and requests / Spoken Interaction Homework 5
7- Unit 6 “How Can I Make Friends?” / Making friends /
Activities overseas / Spoken Interaction Homework 6
8- Mid-Term Test Units 1-6
9 - Unit 7 “What Should I Talk About?” / Talking with people
/ Conversation topics / Spoken Interaction Homework 7
10- Unit 8 “I Feel Homesick” / Missing Japan / Dealing with
homesickness / Spoken Interaction Homework 8
11- Unit 9 “How Do I Order Food?” / Ordering and paying in
a restaurant / Spoken Interaction Homework 9
12- Unit 10 “I Lost My Passport” / Losing something /
Valuable possessions / Spoken Interaction Homework 10
13- Unit 11 “I Need to Go to Hospital”. Going to a clinic or
hospital / Health advice / Spoken Interaction Homework 11
14- Unit 12 “I Don’t Want to Leave”. / Preparing to return
home / Benefits of going abroad / Spoken Interaction Homework
12
15- Mid-Term Test Units 7-12 Final Class / Review Activities /
Summary / Final Check of homework portfolios



2019-SJ00009604-58フレッシュマン・イングリッシュⅣ「C ESP-8」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

迫　由紀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC形式の練習問題を解きながら、英語基礎学力、特に
ReadingとListeningを身に着けることを目標とする。
TOEICテストの形式と目的を理解し、英語のリスニング、リー
ディングに関して、限られた時間で、速読速解するための解答
力アップのストラテジーを学ぶ。
ユニットごとに決められたテーマに即した問題を解きながら、
実際のTOEIC　L&Rの出題形式に慣れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの形式に慣れ、出題の意図、解法のポイントが理解でき
る。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、速読力
を身につける。(技能)

現代社会、ビジネス社会での生の英語の速度やリズムに慣れ、
聞き取ることができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるように積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次のユニットのリスニング練習と音読練習（30分）、
ディクテーションプリントおよびテキスト問題演習（60分）
復習：同じミスをしないように、なぜできなかったかを理解し
ながら、再度問題を解く。（60分）
授業はあくまで、予習で準備してきた答え合わせ、自分の問題
点、現状把握、の場である。授業だけでテスト対策などできな
いことを理解したうえで、授業時間外の学習にしっかり時間を
かけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

 平素の活動状況（小テスト、授業への積極的な取り組みなど）
50％
 教場試験　50％

 積極的な英語学習取り組み状況と語彙力・速読力・リスニング
力がどれだけ身についているかを成績評価の基準とします。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。
ただし、教場試験にやむを得ず欠席した学生（伝染病の罹患な
ど）に限り、代替措置として追試を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Raising Your Level!For the TOEIC Listening and Reading
Test
[Author(s)]Shogo Mitsutomi (他)
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17851-4
[Comments]￥2268

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わり
に使用することは認めない。
・単語の意味だけでなく、語法、用例の理解が重要なので
紙媒体の辞書を推奨する。（例：コリンズコウビルド英語
辞典、ロングマン英英辞典、5万語程度収録の英和中辞
典）
・TOEICの要求するコミュニケーション能力とは、ことば
の意味だけでなく、社会人としての生活様式、ビジネスマ
ナーといったことばの意図、背景を読み取ることである。
毎回、英語の世界観をイメージできるよう、授業の最初か
ら最後まで集中して臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． Introduction：TOEICについて（1）Listening Sections
２．TOEICについて（2）Reading Sections
3．Unit 2　 Travel（1）Listening Sections
4．Unit 2　 Travel（2）Reading Sections
5．Unit 3   Hotels（1）Listening Sections
6．Unit 3   Hotels（2）Reading Sections
7．Unit 4   Dining（1）Listening Sections
8．Unit 4   Dining（2）Reading Sections
9．Unit 5   Sports and Hobbies（1）Listening Sections
10．Unit 5   Sports and Hobbies（2）Reading Sections
11． Unit 6   Phone Calls and Emails（1）Listening Sections
12． Unit 6   Phone Calls and Emails（2）Reading Sections
13．Unit 7   Health（1）Listening Sections
14．Unit 7   Health（2）Reading Sections
15. まとめと教場試験
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多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業はTOEIC対策用の初中級レベルのテキストを用い
て、聴解・文法・読解の総合的な力を養っていきます。
　最初に、Key Vocabularyを確認したあと、Reading　Parts（V-
VII）に進み、文法力・読解力の養成をします。
　次に、Listening Parts (I-IV)にもどり、小テスト形式でチャレ
ンジをしていただきます。解答用紙回収後、スクリプトを配布
して解答の確認をおこないます。この部分は学生用CDに録音
されていませんので、巻末にある自習用のListening Practice
Cornerの対応するユニットの問題にあらかじめチャレンジして
おくことで、小テストにたいする準備としてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の基本的な文法的知識を修得する。(知識・理解)

日常的場面における基本的な英会話のリスニングができる。
(技能)

インターネットやＥメールを媒体とする、基本的で実用的な英
語を読解できる。(技能)

授業内外で真剣に英語の学習に取り組むようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、Key Vocabulary, Reading Parts(V, VI, VII), および巻末に
ある自習用のListening Practice Cornerの対応するユニットの問
題を予習しておくこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価し
ます。

・定期試験：６０％　（基準：基本的文法知識と実用的英語の
読解力）
・毎回提出のListening Parts(I-IV)の成績：２０％
　　　　　　　　　　（基準：日常会話の基本的リスニング
力）
・毎回の学習状況：２０％　（基準：真剣に英語学習に取り組
む姿勢）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]     Successful Steps for the TOEIC L&R Test: A Topic-
Based Approach (New Edition)
[Author(s)] Hisakazu Tsukano, Atsuko Yamamoto,
            Naoko Osuka and Robert VanBenthuysen
[Publisher] 成美堂
[ISBN]　　　978-4-7919-3421-8

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:
2. Unit 1: Entertainment
3. Unit 2: Personnel
4. Unit 3: Office Work & Supplies
5. Unit 4: Office Messages
6. Unit 5: Eating Out
7. Unit 6: Technology
8. Unit 7: Research & Merchandise
　　　　　   Development
9. Unit 8: Finance & Budgets
10. Unit 9: Purchases
11. Unit 10: Manufacturing
12: Unit 11: Marketing & Sales
13: Unit 12: Travel
14: Unit 13:　Contracts &
　　　　　　　　Negotiations
15: 定期試験の諸注意および質問回答
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中野　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題に慣れ、英語４技能のうちリスニングと
リーディングの力を中心に養います。各ユニットのテーマにつ
いて語彙力を高め、リスニング問題の解答のコツや文法事項を
再確認しながら内容の聞き取りと理解を高めディクテーション
でリスニング力を鍛えます。リーディング問題では、頻出する
語彙と文法を再確認すると共に要点をつかみ（スキミング）、
特定の情報を探し出すこと（スキャニング）が出来る能力を身
につけるトレーニングをし、チャンキング訳の練習を行うこと
で正確に読み取れるリーディング力を高めます。また、Unit毎
にVocabulary Quizの小テストを行って学習を振り返り、確認し
ます。
８回目と15回目にListening Testを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストに即座に反応できる語彙力がつく。(知識・理解)

文法力を増強することによって英文の理解力が増す。(知識・
理解)

ディクテーション練習やペアでの暗記の練習によって一度で聞
き取れるリスニング力が高まる。(技能)

リーディングではチャンク訳練習をすることで英語の語順で正
確に理解する習慣が身につく。(技能)

ペアワークにより積極的に授業に取り組み、TOEICテストを身
近に感じることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1)小テストをするので、Vocabulary Quizの問題を解いて
スペルを覚えておくこと。Listening Sectionの音を聴いて問題を
解いておくこと。 Reading Sectionも予習することが望ましい。
復習：(１) Listening Partのディクテーションのチェックとエ
ラーの確認　（２）シャドーイング　（３）Reading Partの
CHUNK　TRANSRATION
の自分の訳のチェックと完成　（４）Part7 の音読

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の割合により総合的に評価しま
す。

毎回の授業での課題：20％　(課題、小テスト)
リスニング・テスト：20％
定期試験：60％（文法・読解力テスト）

語彙力・文法力・リスニング力・読解力がどれだけ身について
いるかを成績評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Raise Your Score 150 Plus on the TOEIC Test
[Author(s)]Noboru Matsuoka & Kazuo Sobajima
[Publisher]SHOHAKUSHA
[ISBN]978-4-88198-716-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Unit毎にVocabulary Quizの小テストを行うので、予習とし
て新出単語の意味とスペルを覚えて準備します。
８回目と１５回目にリスニング・テストを行うので復習し
て準備します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　Introduction：授業の進め方、出欠評価などの説明
を受け、予習・復習の仕方を理解します。2～15回はUnit
毎に小テストを受け、第８回目にリスニングテストを受け
ます。
第2回 Shopping：Shopping関連英語表現「小テスト」
第3回　At a Restaurant：レストランでの英語表現　「小テ
スト」
第4回　At an Airport：フライトに関する英語表現　「小テ
スト」
第5回　Entertainment：パーティでの英語表現　「小テス
ト」
第6回　At a Hotel：ホテルでの英語表現 「小テスト」
第7回　Job Hunting：就職活動に関する英語表現　「小テ
スト」
第8回　Telephoning：電話英語表現「小テスト」「リスニ
ング・テスト」
第9回　Negotiating： 交渉に関連する英語表現「小テス
ト」
第10回 Giving a Presentation：プレゼンテーションに関連す
る英語表現「小テスト」
第11回　Appointments：アポイントのとり方に関連する英
語表現「小テスト」
第12回　At a Bank：銀行関連英語表現「小テスト」
第13回　On the Street：交通関連英語表現「小テスト」
第14回　Taking a Trip：旅行関連英語表現「小テスト」　
第15回　まとめ「リスニング・テスト」
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浅田　雅明

◎－－－　概要　－－－◎

TOEFLの受験を念頭に実践的なトレーニングを行い、リスニン
グとリーディング、それに加えて英文法のバランスの取れた総
合的な英語力を強化します。出題形式に慣れ、まずは基本的な
文法知識とリスニングスキルの養成を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができる。(技能)

英文の内容がを正確に早く理解できるよう、速読力を身につけ
る。(技能)

基本的文法事項を正しく理解できる。(知識・理解)

TOEFLで使用される語彙を理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットのWarm upを授業前に予習しておくこと。
（30分）
復習：授業後は授業中に間違った文法事項の再確認と付属の
CDでできる限り音声を聞いてください。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：授業の到達目標に記載した通り、英語を聞き取
る能力と語彙、文法の理解度、英文の内容をできるだけ早く理
解する能力を評価の基準とする。
成績評価の方法：各到達目標の達成度は、下記の方法と割合に
より評価します。
定期試験　６０％（テキストのリーディングセクションの理解
度）
リスニング試験　４０％（英語を聞き取る力）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Key Strategies for Success on the TOEIC Test 500
[Author(s)]Atsuko Nishitani
[Publisher]朝日出版
[ISBN]9784255156361
[Comments]テキスト価格1,800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初の授業から必ずテキストを持参してください

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週ListeningとReadingの各ユニットをひとつずつ進んでい
きます。この授業の最終日にはリスニング試験を実施しま
す。
1.Introduction
2.Unit L-1 人物が写っている写真
　Unit R-1 品詞
3.Unit L-2 人物が写っていない写真
  Unit R-2 動詞の形（１）
4.Unit L-3 疑問詞疑問文
　Unit R-3 動詞の形（２）
5.Unit L-4 Yes/No疑問文
　Unit R-4 前置詞／接続詞
6.Unit L-5 平叙文・意外な応答
　Unit R-5 代名詞・関係代名詞
7.Unit L-6 機能別疑問文
　Unit R-6 長文穴埋め問題
8.Unit L-7 目的・懸念・次の行動
　Unit R-7 広告・チャット
9.Unit L-8 言及・問題点・提案
　Unit R-8 E-メール・手紙
10.Unit L-9 申し出・依頼・意図
　 Unit R-9 告知・社内回覧
11.Unit L-10 録音メッセージ・アナウンス
　 Unit R-10 記事
12.Unit L-11 トーク・会議・ニュース
　 Unit R-11 ダブルパッセージ
13.Unit L-12 グラフィック問題
　 Unit R-12 トリプルパッセージ
14.Unit L-13 Review
　 Unit R-13 Review
15.LISTENING TEST
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廣田　恵美

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初めてTOEICに触れる人を想定して、まずは
各パートの出題形式や基本的な問題の解き方の説明から入りま
す。授業では、リスニングとリーディングの問題を解きなが
ら、内容や文法項目等に関して、板書で説明を行います。ま
た、リスニングに関しては、高校までにあまり英会話の学習を
経験していない人にも理解できるよう、きちんと解説を加えま
す。授業では、１つのunitを２回の授業ペースで進めていく予
定ですが、受講者の学力等に応じて、適宜、学習予定を変える
可能性があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの各パートに関する基礎知識を得る。(知識・理解)

②日常会話やビジネス会話がある程度理解できるようになる。
(技能)

③基本的なビジネス文書やメールの内容が理解できるようにな
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習を主とし、授業で学習した内容を、テキストやノートを読
み返すことで確実に理解してください。また音声を聞き直すこ
とも勧めます(６０分以上）。、

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
　
・平常点：20%　(到達目標①）
・リスニング試験：30%　(到達目標①②）
・定期試験：50%　(到達目標①②③）

なお、無届けによる遅刻や欠席が一定回数を上回る場合、単位
取得が難しくなる可能性があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST Level 1
[Author(s)] Yasuyuki Kitao,Harumi Nishida他
[Publisher] 朝日出版社
[ISBN] 978-4-255-15614-9
[Comments] テキスト価格　1,700

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業時に必ず辞書(紙または電子)を持ってくること。ス
マートフォンの辞書アプリの使用は認められません

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction：授業および成績評価等に関する説明、
Unit 1 Eating Out
２．Unit 1の続き　動詞の用法( 1 )
３．Unit 2 Travel
４．Unit 2の続き　動詞の用法( 2 )
５．Unit 4 Meetings
６．Unit 4の続き　代名詞の用法
７．Unit 5 Personnel
８．Unit 5の続き　不定詞と動名詞の使い分け
９．Unit 7 Advertisement
１０．Unit 7の続き　冠詞の用法
１１．Unit 9 Office Work
１２．Unit 9の続き　仮定法の用法
１３．Unit 11 Traffic
１４．Unit 11の続き　関係詞の用法、リスニング試験
１５．今学期の授業総括　　
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原岡　薫

◎－－－　概要　－－－◎

この授業はわが国で実施される各種の英語資格検定試験のう
ち、特に社会的にニーズの高いTOEIC、TOEFL、STEP（英
検）の受験を念頭に、実践的なトレーニングを中心に据えた授
業を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各検定試験の特徴を理解する(知識・理解)

英文法の基礎を確認する(技能)

リスニング練習を繰り返し、キーワードをつかむ(態度・志向
性)

テキストに付随するCDを自主的に学習する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
1）次の回でするUnitのWarm-upExercises（30分）
復習
1）学習したUnitのリスニングパートを使ったシャドーイング
2）語彙と内容把握問題の準備（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（10％）、小テスト（20％）、リスニング試験
（10％）、定期試験の結果（60％）で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テーマ別TOEICテスト総合演習　改訂版
[Author(s)]山本厚子
[Publisher]成美堂
[ISBN]9784791910465
[Comments]￥2000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業には、辞書を持参のこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　講義の目標と進め方について

第2回　名詞と代名詞

第3回　形容詞と冠詞

第4回　副詞

第5回　比較

第6回　動詞と時制（1）

第7回　動詞と時制（2）

第8回　未来表現

第9回　主語と動詞の呼応

第10回　能動態と受動態

第11回　不定詞と動名詞

第12回　分詞

第13回　助動詞

第14回　関係代名詞

第15回　関係副詞
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石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Effective Approaches to the TOEIC Test
[Author(s)]Kiyomi Tanaka / Yuri Wada / Satoru Sakaki / Asako
Kaneko
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17622-0
[Comments]テキストに加え自作プリントを配布する事があ
る

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法についてのガイダンス
 
2. Unit 1　PART 1,5 物の位置と状態を聞きとる/語幹を共有
する名詞,動詞,形容詞,副詞

3. Unit 2　PART 2,6,7 基本的な疑問文に応える/気をつける
べき英語の語順/広告文

4. Unit 3　PART 3,5 電話での対応/数にからんだ語の用法①

5. Unit 4　PART 4,6,7 スピーチ,数にからんだ語の用法②,図
表の読み方

6. Unit 5　PART 1,5 人物の動作と様子,ねらわれやすい過去
形と完了形の表現

7. Unit 6　PART2,6,7 いろいろなWh-疑問文,ねらわれやす
い過去形と完了形の表現,図表と文書

8. Unit 7　PART3,5 カジュアルな日常表現,比較がらみの表
現①

9. Unit 8　PART4,6,7 録音メッセージ・広告,比較がらみの
表現②,雑誌・新聞の記事

10. Unit9　PART1,5 建物・乗り物と周りの関係,文と文の結
びつきの表現①

11. Unit 10　PART 2,6,7 いろいろな形の問いかけに対応す
る,文と文の結びつきの表現②,人材募集と応募の手紙

12. Unit 11　PART3,5 同僚との多様なやりとり,V-ingとV-ed
の使い分け①

13. Unit 12　PART4,6,7 案内放送,V-ingとV-edの使い分け②

14. Unit 13　PART1,5 複数の人物の様子,まぎらわしい動詞
の語形,意味,語法

15. Review
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原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICに頻出する問題の演習および解説を行
う。TOEIC形式の問題に慣れるとともに、頻出語彙の習得や文
法事項の復習も各ユニットで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC600点が取得できる程度の語句や文法事項を身につけ
る。(知識・理解)

②TOEIC600点が取得できる程度の英文を読み解く・聞き取る
ことができる。(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのWarm Upを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文や文法の理解力および英単
語の習得を評価する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Key to the TOEIC Listening and Reading Test
Goal 600
[Author(s)]Mark D. Stafford
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55263-2
[Comments]テキスト価格各￥1,800
テキストの買い間違いに注意。緑色の表紙。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 Daily Life　品詞の区別、広告
3 Unit2 Places　Eメール、カード・告知
4 Unit3 People　代名詞、テキストメッセージ・記事
5 Unit4 Travel　Eメール②、ウェブサイト
6 Unit5 Business　動詞の形、メモ
7 Unit6 Office　手紙
8 Unit7 Technology　レポート・テキストメッセージ
9 Unit8 Personnel　手紙②、記事②
10 Unit9 Management　接続詞、告知②
11 Unit10 Purchasing　Eメール③、広告②
12 Unit11 Finance　時制、広告③
13 Unit12 Media　手紙③、記事③
14 Unit13 Entertainment　前置詞、Eメール④
15 総括
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蒲原　順子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEIC Listening & Speaking Test　形式の問題演
習を通して、テスト・ストラテジー、リスニング力、リーディ
ング力、文法力を総合的に伸ばし、「英語力」の向上を最終的
な目的とします。また、リスニング力とリーディング力をつけ
るための音読演習を通してスピーキング力をつける下地を作
る。テキストはそれぞれのUnit で食事、旅行などのテーマが設
定され１回の授業でTOEIC L&R のPart 1 からPart 7 までの問題
演習と特定の文法事項について学習する構成になっており、授
業もこれに従って進行する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①トピック別の語彙を習得する。(知識・理解)

②日常よく使う英語表現を理解して覚える。(知識・理解)

③英語の音の特徴に慣れ、リスニング力を向上させる。(技能)

④英文を語順通りに読む癖をつけ速読力をつける。(技能)

⑤文法知識を深める。(知識・理解)

⑥自主的に学習する習慣をつける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次に学習するUnit の語彙のパートだけでなく、全体を読
んで知らない語彙を調べておく。演習問題を解いてみる。(40
分）
復習：間違った問題を再度解いて不明な点がないようにしてお
く。配布するリスニング用のスクリプトを音読する。(40分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点１０％( 到達目標 ⑥）
・小テスト３０％（到達目標 ①②）
・定期試験 ７０％ (到達目標①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]STEPーUP　SKILLS　FOR　THE　TOEIC　
LISTENING　AND READING　TEST
[Author(s)] Yasuyuki Kitano
[Publisher] Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15595-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各Unit 終了後語彙と表現の小テストを行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方。小テスト
2. Unit 1 Eating Out: 語彙、Parts1-7 問題演習、文法（動
詞）
3. Unit 2 Travel:Parts1-7 問題演習、文法（動詞）
4. Unit 3 Amusement :Parts1-7 問題演習、文法（品詞）
5. Unit 4 Meetings : Parts 1-7 問題演習、文法(分詞）
6. Unit 5 Personnel: Parts 1-7 問題演習、文法(不定詞と動名
詞）
7. Unit 6 Shopping : Parts 1-7 問題演習、文法(不定詞と動名
詞）
8.Unit 7 Advertisement : Parts 1-7 問題演習、文法(仮定法）
9.Unit 8 Daily Life : Parts 1-7 問題演習、文法(受動態）
10.Unit 9 Office Work : Parts 1-7 問題演習、文法(代名詞）
11.Unit 10 Business : Parts 1-7 問題演習、文法(数量詞・比
較）
12. Unit 11 Trafic: Parts 1-7 問題演習、文法(接続詞）
13. Unit 12 Finance and Banking :Parts 1-7 問題演習、文法(接
続詞）
14.Unit 13  Media :Parts 1-7 問題演習、文法(接続詞）
15. Unit 14 Health and Welfare:Parts 1-7 問題演習、コロケー
ション
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キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

In each class, students will:
・Work with a partner to complete vocabulary and grammar drills.
・Discuss with a partner how to express ideas in English while
writing sentences (stories) neatly and creatively.
・Practice pronunciation.
・Make and submit voice recordings.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build communicative skills by verbally expressing ideas and taking
guesses.(技能)

To cooperate with classmates in order to complete tasks.(態度・志向
性)

To improve basic English grammar and vocabulary skills through
speaking and writing activities.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should come to every class with a notebook, a pencil and
much enthusiasm. Regarding homework, students should study
vocabulary lists and story texts from each class in preparation for the
final test.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active Participation ‒ 20%
Students must arrive on time and take part in all activities. Students
who are absent or arrive late for class will lose points, as will students
that are off-task (e.g. sleeping, using mobile phones, etc.).

Assignments - 70%
1) Group Writing (10 X 3% each = 30%)
2) Voice Recording (10 X 4% each = 40%)
Final Test ‒ 10%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]　No textbook is required.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Practice Activity #1　"Losing weight"
3. Practice Activity #2 "Looking at scenery"
4. Assignment #1 "A stray dog" (7%)
5. Assignment #2 "On a gondola in Venice"　(7%)
6. Assignment #3 "Catching a thief"　(7%)
7. Assignment #4 "In the library"　(7%)
8. Assignment #5 "Fear of heights"　(7%)
9. Assignment #6 "At a coffee shop"　(7%)
10. Assignment #7 "Blocking out noise"　(7%)
11. Assignment #8 "Losing things"　(7%)
12. Assignment #9 "A misunderstanding"　(7%)
13. Assignment 10 "Traveling and moving"　(7%)
(Each Assignment above includes two parts: Group Writing -
3%, and Voice Recording - 4%)
14. Review class
15. Final Test (10%)

◎－－－　URL　－－－◎

Course website
(http://learneigo.com)
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ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎－－－　概要　－－－◎

In this class we will communicate in English through dialogues,
conversations, games, speeches, and so on.  Although we will mostly
speak English, we will also read and write it, because all these skills
are connected.  We will work in pairs and in small and large groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) This class should improve your English skills.(技能)

(2) This class should improve your English motivation and
enjoyment.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Seven times you will have homework that should take about 30
minutes to prepare: handouts (プリント) to read, short conversations
to learn, or short reports to write. You will spend at least two hours
per week of review outside class time.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

25% homework: to evaluate goal (1) 技能

25% tests: to evaluate goal (1) 技能

25% discussion: to evaluate goals (1) 技能 and (2) 態度・志向性

25% participation & motivation: to evaluate goals (1) 技能 and (2) 態
度・志向性
 
※There is no end of term examination (teikishiken) for this course
during the official examination period. There will be no re-
examination (saishiken).

※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the class
because the teacher cannot evaluate their homework, tests, discussion,
or participation and motivation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
We will use handouts (プリント) in class.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：　Introduction
第２回：　Surveys
第３回：　Survey Reports: First Groups
第４回：　Survey Reports: Second Groups
第５回：　Survey Reports: Third Groups
第６回：　Asking about Another Person
第７回：　Pronunciation Practice
第８回：　Communication Games
第９回：　 Asking Favors
第１０回：　 Borrowing and Lending
第１１回：　 Numbers Practice
第１２回：　 Twenty-One Questions
第１３回：　Newspaper Comics: Introduction
第１４回：　Newspaper Comics: Expressions
第１５回：　Free Conversation Topics
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ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will be given a new understanding of English grammar, with the goal
of using it for speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will be
vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参加
できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事が
できるようになります。(技能)

3. 生徒は英会話を構築し、理解するために文章の一部を素早く分析でき
るようになります。(知識・理解)

4. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

5. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英語
の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

6. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理解
します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes).
Students must have a dictionary or dictionary application and must use it during
class. A word list will be published on the teacher’s website. Vocabulary
knowledge will be tested four times during the course, so students will need to
learn and review vocabulary (30 minutes).
Students should look ahead at the coming week’s textbook chapter to check
for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

Participation: 50% (到達目標1, 2, 5, 6)
Extended Conversation Assessments: 20% (到達目標1, 2, 5, 6)
Vocabulary Building: 20% (到達目標4)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 5, 6)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Students who don’t communicate in English,
interact in English, or participate in using English will receive very low
participation points and may not achieve a passing score.

There are no points for attendance. However, students who are absent too often
will achieve a low participation score, and will be very unlikely to achieve a
passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Control Words (5th edition, 2019)
[Author(s)] Steve Paton
[Publisher] self-published
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Controlling English I
3- Controlling English II
4- Vocabulary Building. Learning about memory strategies and
vocabulary learning strategies.
5 - “Do you? Are you?” Talking about yourself using ‘am’,
‘are’, ‘is’, ‘do’ and ‘does’. Participation scoring
will begin. Vocabulary List 1 will be published.
6- “Did you? Were you?” Talking about the past using
‘did’, ‘was’, and ‘were’. Vocabulary Test 1
7- “Where? When? 1” Discussing locations and times.
Introduction to ‘preposition/noun’
8- “Where? When? 2” Discussing locations and times using
‘preposition/noun’. Vocabulary List 2 will be published.
9- “Have you ever?” Discussing experiences using ‘have’
and ‘has’. Vocabulary Test 2
10-“Can you? Could you?” Discussing possibilities using
‘can’ and ‘could’.
11- “Do you have to?” Discussing ideals and rules using
‘do’, ‘does’, ‘did’, and ‘should’. Vocabulary List 3
will be published.
12- “Are you going to?” Talking about future plans and
predictions using ‘will’, ‘be going to’, and ‘be -ing’.
Vocabulary Test 3. Extended Conversation Assessment 1.
13- “If and When?” Discussing situations. Extended
Conversation Assessment 2.
14- “Tell us a story” Telling stories using situation and event
grammar. Extended Conversation Assessment 3. Vocabulary List
4 will be published.
15- Review and catch-up week. Vocabulary Test 4. Extended
Conversation Assessment 4.
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ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に
答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりませ
ん。宿題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをした
り、会話テストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(知識・理解)

日常のスピーキング(知識・理解)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキスト
の部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題
と、ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ
毎週、小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼン
テーションか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授
業外での準備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40% 毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
10% プレゼンテーション１（4週目）　
10% 会話テスト１ （8週目）　
20% プレゼンテーション２　（11週目）
20% 会話テスト２ （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question
があります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、よ
り長い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書
くためのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 1A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620359
[Comments] オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してください。
しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質問をし
たりプレゼンテーションをしているときには聞きましょう。ちゃん
と参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるような学生は、減
点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてください。
遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テストを
受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テストを受け
損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大幅
に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダウ
ンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class writing. 宿
題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終わ
らせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1 の練
習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わら
せ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ランダ
ム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3 Self-
Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿題:
Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を終
わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus. プレ
ゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る. 宿
題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わらせる.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わら
せる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション2 の
練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-Study
& Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 - 小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study &
Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellth3.blogspot.com)
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コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.
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ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

During lessons, students will practice speaking and listening in small groups and
also with the teacher. Participation in these activities is necessary to gain the skills
that will be tested on the speaking tests.

There will be six homework assignments. The homework will be from the textbook
and on papers made by the teacher. Homework must first be completed in the
textbook and/or on the paper, and second entered into the class internet homepage
by the night before class. Doing this homework will prepare students for class
activities and for the quizzes. On weeks when there is no homework, students will
need to study for quizzes and speaking tests.

There will be five quizzes (short tests of 10-30 questions). The topics of the
quizzes will be the things studied in class and on the homework.

There will be three speaking tests. For the first one, students will speak in pairs,
practicing mostly questions and answers. For the second one, students will speak
with the teacher to show that they have learned the sentence patterns learned in
class. For the last one, students will talk in groups for 10-20 minutes, using all of
the skills practiced during the semester.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students who actively participate in class will be able to have simple
conversations in English about personal and professional topics. (技能)

2. Students will get more vocabulary and grammar knowledge, and improve their
ability to use the knowledge they have for actual communication.(知識・理解)

3. Students will learn strategies to successfully communicate even in difficult
situations with people from around the world.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not accepted).
In weeks where there is no homework, students need to review the textbook and
class activities to study for quizzes and speaking tests. This homework and review
will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

1. Quizzes: 20% (到達目標2)
2. Homework: 20% (到達目標2)
3. Speaking test 1: 15% (到達目標1 & 2)
4. Speaking test 2: 15% (到達目標1 & 2)
5. Speaking test 3: 30% (到達目標3)

Note: final scores may be increased or decreased by up to 10% based on
participation in class activities. (到達目標1, 2, & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Students who are absent without a good reason will get a zero on any test or quiz
given on that day. If a student has an emergency (medical, family problem, etc.) or
if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.), then they
must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If they do, they can
discuss with the teacher about how to make up the thing that they missed.

Students who actively participate in most classes may receive extra points added to
their final grade. Students who are late, who don’t bring their materials, who
sleep, who don't participate in class activities, who use too much Japanese, or who
cause problems in class may lose points from their final grade.

Any student who copies another student on homework, in-class work, or quizzes
will get -5% to their final class grade each time they copy because copying is
cheating. If the person who was copied gave permission to the cheater, that person
will also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Four Corners Level 2B
[Author(s)] Jack C. Richards and David Bohlke
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9781108627726
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Late homework is not accepted except when a student has an
emergency.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus. Homework 1
assigned.
2) "Yes/No Questions." Quiz 1. Homework 1 due (the night
before class). Homework 2 assigned.
3) "WH-Questions." Homework 2 due (the night before class).
4) "WH-Questions." Quiz 2.
5) Speaking Test 1. Homework 3 assigned.
6) Unit 7. Homework 3 due (the night before class).
7) Unit 8.
8) Unit 8.  Quiz 3.
9) Speaking Test 2. Homework 4 assigned.
10) Unit 10. Homework 4 due (the night before class).
11) Unit 11. Quiz 4. Homework 5 assigned.
12) Unit 12. Homework 5 due (the night before class).
13) Unit 12. Quiz 5. Homework 6 assigned.
14) Speaking Test 3 practice. Homework 6 due in class (no
online assignment).
15) Speaking Test 3.

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their speaking, listening, reading,
and writing skills.  By learning to think critically about interesting
topics, students will learn how to participate in small-group
discussions and express their opinions clearly.  Two speaking tests in
weeks 8 and 15 will test oral ability.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will be able to participate in group discussions(技能)

2 Students will be able to express opinions orally and in writing(技能)

3 Students will learn how to be a good listener and give feedback in
English(技能)

4 Students will practice native-like English pronunciation(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on preparing for group discussions.  This work will take two
hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
20% Midterm Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
20% Final Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
30% Participation  (到達目標1,2,3,4)
30% Weekly assignments and mini-discussions (到達目標1,2,3,4)

There is no end of term exam (teiki shiken)during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
No text required

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction
02: Movies
03: Social media
04: Social media
05: Apple vs Android
06: Ranking things
07: Prepare for Test
08: Speaking Test 1
09: LGBT
10: Women in the workplace
11: Piracy
12: Drinking Age
13: Video Games and Violence
14: Prepare for Test
15: Speaking Test 2
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松尾　キャサリン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their speaking skills. Students
will improve their speaking by practicing pronunciation and
intonation. Students will learn how to communicate in English by
doing pair-work communication activities about topics and about
different situations (e.g. apologizing, inviting, accepting, refusing). To
develop vocabulary, we shall also study news events as they happen
during a term. As the course continues, we will learn how to take and
make longer turns. We will also practice making our turns more
complex in terms of grammar. As noted, students will learn to
understand topics connected with current events in the news. The
teacher will make notes of the vocabulary and phrases that occur in
lessons and make handouts which she will print out and give to
students during the semester. Students must review and show that they
have knowledge of the content of these handouts after receiving the
handout. Every week, class will begin with a review of the previous
lesson(s) so students must review course content each and every
week. Your performance in this review will account for 20% of your
grade.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①Students will learn about the necessary steps of a range of functions
in English. (知識・理解)

②Students will perform a range of functions in English. Students will
learn to ask and answer questions.(技能)

③Students will learn principles of communication and demonstrate
that they understand them by their attitude and behaviour.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Every lesson will begin with a review of the content studied in
previous lessons.
Students must study the notes they write in class and also the
teacher’s handouts to review course content. Students should show
that they understand the content of the previous lessons. Students will
show their understanding by talking about previous topics, and asking
questions to fellow students about topics. Students are expected to
spend 2 hours per week of review outside class time. Student
performance in weekly review will account for 20% of the course
grade.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・Performance in weekly review: 20%
・中間テスト: 20%
・Performance on in-class tests at the end of term: 60%
※There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
※ There is no textbook for this course.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし The teacher will provide printed materials.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small groups for conversation practice,
complete homework and come to all (or almost all) lessons.
※Students must bring a dictionary to each lesson.
※　Students must NOT use mobile phones or smartphones in
class unless asked to do so to find information.
※ There is no textbook for this course.
※Attendance and enthusiastic participation are vital to success
in this course, since each week builds upon the work of the
previous week.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Reading the Common European Framework of
Reference to see what we need to be able to do; practicing
pronunciation.
Weeks 2 to 5: Cooperating in conversations on various topics
and in order to do various things such as apologizing, inviting.
Saying more than the minimum, reacting, asking questions.
Week 6: Review
Week 7: Mid-term test/中間テスト.
Weeks 8 to 12:　 Cooperating in conversations on various topics
and in order to do various things such as apologizing, inviting.
Saying more than the minimum, reacting, asking questions.
Taking longer turns.
Week 13: Review of the course.
Week 14: In-class testing.
Week 15: In-class testing.



2019-SJ00009604-75フレッシュマン・イングリッシュⅣ「C IA-23」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice English speaking skills, combined
with writing activities that build speaking and presentation abilities.
Students must complete weekly assignments for homework.
There will be a mid-term test in Week 8, and a final test in Week 15.
While test taking practise will focus on speaking and writing, the class will also
involve some listening and reading materials.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to communicate with confidence on a wide range of topics
(such as food, movies, music, sports, hobbies, travel, etc.)(技能)

2. Students will develop the ability to use various follow-up questions to maintain
conversation.(技能)

3. Students will be able to listen for details and be able to report these details to
class partners and to the teacher.(技能)

4. Student’s writing skills will be developed to help communicate in spoken
English. (技能)

5. Vocabulary knowledge of general speaking skills will improve.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/interview,
journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

30% - Classwork / Textbook / Speaking Activities / In class review quizzes / In
class pair and group interaction; interview note-taking (到達目標1)
10% - Speaking Assignments with assigned partners. Use your notes to submit a 1-
minute audio summary of your interview with your partner. (You must submit 10
of 12 Assignments) (到達目標2)
10% - Listening Homework Notes: You must submit 10 of 12 Assignments (到達
目標3)
10% - Diary Homework: Based on speaking topics for the week. 100 words per
activity. (You must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標4)
10% - Vocabulary Homework: Meanings and 10x original example sentences (You
must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標5)
15% - Midterm Test: Week 8 (到達目標1-5)
15% - Final Test: Week 15 (到達目標1-5)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class; for
checking phone during class; for not concentrating during class; for speaking
Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with teacher’s
instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will affect your
overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given by
the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate Abroad: Essential English for Travel and
Study
[Author(s)] Cookson and Tajima
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-4-86312-277-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Unit 1 “My Suitcase is overweight” / Airport check-in /
Airline baggage rules / Spoken Interaction Homework 1
3- Unit 2 “I’m Suffering from Jet Lag” / Jet lag / Time zones
/ Spoken Interaction Homework 2
4- Unit 3 “Each Host Family Is Different” / Homestays / Host
family rules / Spoken Interaction Homework 3
5- Unit 4 “I’m Experiencing Culture Shock”. / Cultural
differences / Stages of culture shock. / Spoken Interaction
Homework 4
6- Unit 5 “My Dormitory Is too Noisy”. / Dormitory life /
Suggestions and requests / Spoken Interaction Homework 5
7- Unit 6 “How Can I Make Friends?” / Making friends /
Activities overseas / Spoken Interaction Homework 6
8- Mid-Term Test Units 1-6
9 - Unit 7 “What Should I Talk About?” / Talking with people
/ Conversation topics / Spoken Interaction Homework 7
10- Unit 8 “I Feel Homesick” / Missing Japan / Dealing with
homesickness / Spoken Interaction Homework 8
11- Unit 9 “How Do I Order Food?” / Ordering and paying in
a restaurant / Spoken Interaction Homework 9
12- Unit 10 “I Lost My Passport” / Losing something /
Valuable possessions / Spoken Interaction Homework 10
13- Unit 11 “I Need to Go to Hospital”. Going to a clinic or
hospital / Health advice / Spoken Interaction Homework 11
14- Unit 12 “I Don’t Want to Leave”. / Preparing to return
home / Benefits of going abroad / Spoken Interaction Homework
12
15- Mid-Term Test Units 7-12 Final Class / Review Activities /
Summary / Final Check of homework portfolios
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ルー，ペトラス　ウィレム

◎－－－　概要　－－－◎

Course Outline
In this course, students will aim to develop their speaking and writing
skills. There will be writing and listening homework every week.
There will be two main class tests: a mid-term (lesson 10) and final
test, at term-end (lesson 15).

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will develop speaking skills(知識・理解)

2. Students will develop writing skills(知識・理解)

3. Students will develop understandings of written patterns (技能)

4. Students will develop understandings of speaking patterns (技能)

5. Students will develop confidence in expression of language (態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Preparation and Review
Students must complete homework each week.
Homework will focus on listening practice, comprehension questions
and vocabulary study.
Classroom work will focus on speaking, listening and limited writing.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
Assessment
Student achievement will be measured in the following ways:

Student achievement will be measured in the following ways:

1. Homework: 20% (Textbook based/Online listening and practice)
2. Mid-Term Test: 40% (Textbook based Listening & Conversation
comprehension )
3. Term-End Test: 40% (Textbook based Listening & Conversation
comprehension)

* Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail because
the teacher cannot evaluate their classroom and homework efforts.

* There is NO end of term examination (teiki shiken) during the
official examination period. There will be NO re-examination (sai
shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Smart Choice Level 1 Multi-Pack A with Online Practice
and On The Move
[Author(s)]Ken Wilson and Thomas Healy
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-460267-9
[Comments]Please buy from the university bookstore.
The textbook is: Smart Choice Level 1 Multi-Pack A with Online
Practice and On The Move

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Notice
To pass this course, students must:
- Actively participate in class
- Work in small groups
- Attend all (or almost all) classes
- Complete textbook homework

* The teacher’s office hour is Tuesdays, period 3
(13:00-14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Introduction
2. Unit 1 Nice to meet you!
3. Unit 2 What do you do?
4. Unit 3 Do you like spicy food?
5. REVIEW Unit 1-3
6. Unit 4 How often do you do yoga?
7. Unit 5 What are you watching?
8. Unit 6 Where were you yesterday?
9. REVIEW Unit 4-6
10. MIDTERM TEST
11. Unit 7 Is there a bank near here?
12. Unit 8 Did you have a good time?
13. Unit 9 I’m going to go by car
14. REVIEW: Unit 7-9
15. TERM-END TEST
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will practice writing and speaking English in a
natural style. Students will be able to speak simple English sentences
in a conversation style. The key points for speaking practice will be
pronunciation, stress of key words and intonation. Students will
become aware of differences between English and Japanese
vocabulary, pronunciation, meaning and grammar. Students will learn
about different types of communication problems. They will learn
how to give advice to avoid or solve these problems when they
communicate in English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will understand the importance of English pronunciation,
stress of key words and intonation in sentences.    (知識・理解)

2. Students will become more aware of different types of
communication problems.  (知識・理解)

3. Students will be able to give simple advice how to prevent or solve
common types of communication problems.(技能)

4. Students will understand differences between writing and speaking
styles in English.(知識・理解)

5. Students will develop their confidence to speak in English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
10% Translation of Japanese sentences into English conversation style
　(到達目標 4)
20% Writing homework for the speaking presentation　(到達目標2,
3, 4)
20% Picture card preparation and use for the speaking presentation　
(到達目標 2, 3)
20% Speaking presentation (到達目標 1, 5)
20% Loan words (gairaigo) vocabulary writing practice　(到達目標
2, 4)
10% Active participation in conversation and group speaking practice.
※ There is no score for attendance.
There is no end of term examination for this course during the official
examination period. 「定期試験なし」　There will also be no
reexamination 「再試験なし」.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course
because the teacher cannot evaluate their homework, or their efforts in
class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework on time;
4. must complete one speaking presentation.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. First time good and bad conversation questions.  Homework:
students must translate some Japanese sentences into an English
conversation style.
2. Study of some different types of cross-cultural communication
problems. Explanation of speaking presentation assessment.
Homework: writing about a cross-cultural communication
problem for the speaking presentation.
3. Study of advice to solve or avoid communication problems.
4. Study of some common loan words (gairaigo) used in
Japanese. English spelling, meaning and grammar of loan words.
5. Study of a cross-cultural communication problem that
happened at a barbecue.
6. Study of differences between English dictionary vocabulary
and English conversation vocabulary styles.
7. Study of differences between English translation of Japanese
sentences and English conversation styles. Students must hand in
the writing homework for the speaking presentation in this lesson.
Conversation style translation test. Homework: students must
complete writing about the topics “My Holiday” and “My
Hometown” for pronunciation practice in the next lesson.
8. Speaking practice of the homework writing topics.
Pronunciation, stress of key words and intonation practice.
9. Advice for making speaking presentation picture cards.
Students will begin to draw small size pictures for their speaking
presentation. Homework: students must finish drawing all small
size pictures for their speaking presentation.
10. Checking small pictures for the speaking presentation.
Homework: students must finish drawing all large size pictures
for their speaking presentation.
11. Checking large pictures for the speaking presentation.
Homework: students must practice their speaking presentation.
The focus is pronunciation, stress of key words, intonation,
gesture and timing for showing the large pictures.
12. Speaking presentations (about half of the students at random).
13. Speaking presentations (about half of the students at random).
14. General conversation review.
15. Review of key points about culture, speaking English and
communication problems.
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

岩松　博文

◎－－－　概要　－－－◎

生活と文化、健康と環境、ビジネス、技術など身近な話題を取
り上げたエッセイを熟読することを通じて語彙力を高め、なる
べく日本語に翻訳することなく英文を速読速解できるように練
習する。リーディングの力を伸ばすためには何よりも多くの英
文に実際に触れることが大事であることを理解する。またテキ
ストの本文の英文を最大限に活用して、英文作成上の基礎的文
法事項を整理しながら短文単位でのライティング・スキルの向
上を目指すようにする。さらにパラグラフ及びエッセイ作成上
必要な基礎知識の定着を図っていく。理解しにくいと思われる
構文、文法事項については適宜噛み砕いて解説していきます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.語彙を増やし、英文を読むときに後戻りせず頭から読み下す
ようにしてすばやく大まかな内容を把握できるようになる。
(知識・理解)

2.基本的な構文の理解を深めるとともに、文法事項を確認しな
がら短文単位でのライティングの技術を向上させる。(技能)

3.英語を通じて異文化理解に努め、広く現代社会のさまざまな
分野に対する関心を深める。
(態度・志向性)

4.自主的に学習を進め、積極的に英語学習に取り組むことがで
きる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は不明な語句を学習用英和辞書でよく調べておくこと。ま
た英英辞書を使って、同じ語句がどう英語で説明されているか
調べるとが実力向上につながる(45分）。復習は付属のＣＤを
活用してテキストを意味を考えながら、何度も音読することが
会話力、リスニング力の向上に効果がある（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価をします。

授業への参加度10％（到達目標4）
復習小テスト20%（2回・到達目標1,2,3,4)
定期試験70％(到達目標1.2.3)
   

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]What in the World
[Author(s)] Jim Knudsen
[Publisher]南雲堂
[ISBN] 9784523178521
[Comments]2,000円

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜言及する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席、遅刻をむやみにしない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1.Introduction（授業の進め方）
 2.Lesson 1　It Takes a Village
 3.Lesson 2　Another Exam Hell
 4.Lesson 3　Talk About Unfair!
 5.Lesson 4　Thou Shalt Not Steal
 6.Lesson 5　Zap!
 7.Lesson 6　Mind Games
 8.Lesson 7 The Time Has Come
 9.Lesson 8 Bridging a Divide
10.Lesson 9 A Drinking Problem
11.Lesson 10 Transparency International
12.Lesson 11 Counting Sheep
13.Lesson 12 Trains, Planes, and Arrests 14.Lesson 13 Skin
Deep
15.Review
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

谷口　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、国際共存や地球温暖化などの、現代国際社会にお
ける重要な問題を扱った文章およびインタビューの英文を教材
として用い、リーディング力とライティング力の 向上を目指し
ます。本授業では、英文を読むために必要なスキルを強化する
とともに、英語のライティングを行う際に役に立つ表現や構文
や文法事項などを確認し、ライティング力の向上を目指しま
す。

授業の進め方：
始めにテキストに付随したDVDを視聴した後、英文を読み進め
ます。その際、このニュースの英語や内容について、担当者に
発表をしてもらい、その後解説とエクササイズなどを行いま
す。なお、テキストの練習問題やハンドアウトなどを用いて、
適宜ライティングのトレーニングを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読解する能力を向上させる(知識・理解)

現代社会に関する英文を理解するために必要な英語の語彙、文
法、構文などを強化する(知識・理解)

ライティング力の養成をはかる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の授業に備えて、指定された部分の予習（４５分）
・授業後は、授業内容の理解の確認（４５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験（リーディングおよびライティング）：７０％（到
達目標①②③）
・平常点（発表、課題提出、学習状況など）：３０％　（到達
目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Global Issues Towards Peace
[Author(s)] Keiso Tatsukawa 他
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17741-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には辞書を持参してください。
・授業の予習・復習を目的として、課題を提出してもらうことがありま
す。課題の具体的な内容については、その都度お知らせします。
・授業中に、テキストの英語や内容などに関する発表をしていただきま
す。発表者は、事前に指名します。
・授業の進度の具合などにより、各週の授業内容が変更になる場合もあり
ます。その場合は、事前にお知らせします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１週：
イントロダクション：授業の進め方、リーディングとライティングの学習
方法に関する説明、テキストの内容についての導入

第２週：
Unit 1（Education and Gender）英文読解、内容把握、ライティング

第３週：
Unit ２（Global Warming）英文読解、内容把握、ライティング

第４週：
Unit ３（Drinking Water）英文読解、内容把握

第５週：
Unit ４（Poverty and Hunger）英文読解、内容把握、ライティング

第６週：
Unit ５（Fighting Disease）英文読解、内容把握

第７週：
Unit ６（Terrorism）英文読解、内容把握、ライティング

第８週：
Unit ７（Internment）英文読解、内容把握

第９週：
Unit ８（Atomic Weapons）英文読解、内容把握、ライティング

第１０週：
Unit ９（Genocide and Crimes against Humanity）英文読解、内容把握

第１１週：
Unit １０（Landmines）英文読解、内容把握、ライティング

第１２週：
Unit １１（Refugees）英文読解、内容把握

第１３週：
Unit １２（Nelson Mandela）英文読解、内容把握、ライティング

第１４週：
Unit １３（Aung San Suu Kyi）英文読解、内容把握、フライティング

第１５週：
Unit １４（The Red Cross and Red Crescent Movement）英文読解、内容把
握、これまでの授業内容の確認

授業の進度の具合などにより、各週の授業内容が変更になる場合もありま
す。その場合は、事前にお知らせします。
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 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

前田　譲治

◎－－－　概要　－－－◎

本授業で取り上げる英語は、全てビジネスの現場において頻繁
に用いられている会話表現や社内文書、重要な語彙となる。教
科書の様々な設問をこなすことにより、ビジネス英語に関する
造詣を高めてもらいたい。また、会話文の微妙なニュアンスの
差に関して目を向けることにより、ビジネスの場にふさわし
い、礼儀にかなった会話への理解も深める。この他にも、英語
字幕の映画を見て、そこに登場する会話表現の機能を確認する
形でも、ビジネス英語の向上に努めたい。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

ビジネスの場で用いられる会話表現、語彙に関する知識を少し
でも高める。(知識・理解)

英語の会話表現の微妙なニュアンスの違いに関する理解を少し
でも高める。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：事前に指定された箇所を読み、各種設問の解答を行
なっておくこと。 （60分）
事後学習：間違った解答を行った箇所を中心に、再度、教科書
を読み直すこと。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と
割合により成績評価します。」
ビジネス英語の語彙力と表現力を問う定期試験８０％（到達目
標①②）
発表内容、授業への参加姿勢　２０％
遅刻は３回で欠席１回分としてカウントする。
定期試験は英作文と英文和訳の設問が中心となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Essentials of Global Business English
[Author(s)]Satoru　Toyoda
[Publisher]南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17605-3
[Comments] ￥2000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は通読するのではなく、重要な箇所をピックアップ
する形で勧めていくため、授業終了時に行われる指示に
従って予習を行ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　授業の進め方、英語の基本的な勉強法
第2回　手紙、ファックス
第3回　電子メール、電話
第4回　面会の申し入れ
第5回　ホテル予約
第6回　慶弔　
第7回　会議通知
第8回　物品購入
第9回　英語字幕のビデオの活用
第10回　英語字幕のビデオの活用
第11回　引き合い
第12回　注文
第13回　代金回収
第14回　クレームと調整
第15回　補足説明、全体の総括、試験の確認等

授業終了後に次回の範囲について指示を行うので、それに
従って予習を行うこと。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

吉津　京平

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能のうち、リーディングとライティングの力を養う。
イギリスの児童文学作家であるロアルド・ダール（Roald
Dahl）のFantastic Mr. Foxのリーディングを通して、英語の表現
や英語圏の文化に触れる。また、英語の文章を正確に読むト
レーニングを行うとともに、使われている表現をライティング
に応用し、正しく英作文ができるようになる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常的な話題に関する英文を正確に読解する能力を身に着ける
(技能)

日常的な話題に関する表現を英作文に転用する能力を身に着け
る(技能)

日常的な話題に関して必要な語彙を補強する(知識・理解)

自分の言いたいことを英語で正確に表現できるようになる(技
能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の範囲を読んで内容を確認しておく（45分）

復習：内容把握の問題（授業中に配布する）を家でもう一度解
く（ただ暗記したりするのではなく、正しいプロセスで解ける
か確認する）（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

日頃の学習への取り組みと試験による評価
・平常点：40点（学習状況、予習状況、授業中の積極性や態
度、授業中に行う小テスト等）
・定期試験：60点（読解能力、英作文能力、語彙）
・授業にテキストを忘れた場合、2回目からは減点対象とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Fantastic Mr. Fox
[Author(s)] Roald Dahl
[Publisher] Puffin Books; Reprint版 (2007)
[ISBN] 978-0142410349

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業に辞書を持参する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、出欠評価などについての説
明を受け、2回以降の学習の方法を実践します。
2. Ch.1̃2  The Three Farmers / Mr. Fox
3. Ch.3  The Shooting
4. Ch.4  The Terrible Shovels
5. Ch.5  The Terrible Tractors
6. Ch.6  The Race
7. Ch.7̃8  ‘We’ll Never Let Him Go” / The Foxes Begin to
Starve
8. Ch.9̃10  Mr. Fox Has a Plan / Boggis’s Chicken House
Number One
9. Ch.11̃12  A Surprise for Mrs. Fox / Badger
10. Ch.13  Bunce’s Giant Storehouse
11. Ch.14  Badger Has Doubts
12. Ch.15  Bean’s Secret Cider Cellar
13. Ch.16  The Woman
14. Ch.17  The Great Feast
15. Ch.18  Still Waiting

各回の学習内容は、この授業計画に沿って行う予定だが、
進度や状況により変更する場合がある。
 



2019-SJ00009611-55インターミディエイト・イングリッシュⅠ「C R&W-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

The goal of the Reading and Writing course is to have students learn
about topics they may know in Japanese, but learn how to read and
write about them in English. This class will help students collect
commonly used phrases which will be helpful to them when they are
writing. This class will also teach students natural writing skills by
applying the phrases they have learned from the exercises in the text
and the phrases learned from the instructor.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To help students experience and understand natural ways to write in
English.(知識・理解)

To give students the ability to learn how to improve their reading and
writing skills through self-study.(技能)

To create an awareness of the need to consistently improve writing
skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and review as well as
writing assignments that could not be finished in class. Students
should expect to spend around two hours a week on work outside the
class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class: 60% (4x15%) (4 in-class writing assignments)
Class Quizzes: 20%
Final writing assignment: 20%
There is no exam given during the exam period. It will be given in the
final class of the semester.
No make-ups exams will be given.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write (Second Edition)
[Author(s)]David Moore and David Barker
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-47-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
course. All students are expected to actively participate in group
and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Full course 　explanation. Writing sample
2. Basic English Writing Methods 　(part 1)
3. Basic English Writing Methods (part 2)
4. Review Quiz for Basic Writing Methods
5. 1st  writing assignment preparation: Introduction
6. 1st  writing assignment
7. 2nd writing assignment preparation: Family
8. 2nd writing assignment
9. 3rd writing assignment preparation: Friends
10.3rd writing assignment
11.4th  writing assignment preparation: Hometown
12.4th  writing assignment
13.Review for final writing assignment
14.Final writing assignment preparation
15.Final writing assignment
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will develop their reading, visual literacy and writing skills.
There will be homework each week. Homework will include review
of lesson content, vocabulary practice, reading and writing. There will
be a 中間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to read a short passage and understand simple
visuals.(技能)

2. Students will be able to write their opinions on a variety of
topics.(技能)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand a
variety of real life situations.(知識・理解)

4. Students will actively engage in English learning to improve their
study  skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading graded readers (30 min), writing book reports (15 min) and
studying vocabulary on Quizlet (25 min). Students should review the
content of the textbook and vocabulary which has been taught in class
(50 min). In addition, students should prepare for the 中間 test in
week 8 and final test in week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2, 3 & 4)
20% Homework and book reports (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% 中間 Test (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% Final Test (到達目標1, 2, 3 & 4)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, homework, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking
Foundations A  (Second Edition)　
[Author(s)] Laurie Blass & Mari Vargo
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-0-35-736603-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should bring their graded reader to class every week
and submit four book reports (details will be given in class).
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class. Please write your name, student number and class
on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: introduction and course outline. HW
(Homework): student profile and vocabulary.
2. Unit 1 Our World Reading 1. HW: reading and vocabulary.
3. Unit 1 Our World Reading 2. HW: reading and vocabulary.
4. Unit 1 Our World Writing. HW: review Unit 1, book report
and vocabulary.
5. Unit 2 Career Paths Reading 1. HW: reading and vocabulary.
6. Unit 2 Career Paths Reading 2. HW: reading and vocabulary.
7. Unit 2 Career Paths Writing. HW: review Unit 2, book report
and vocabulary.
8. 中間 Test: Units 1 & 2 (25%)
9. Unit 3 Adventure Reading 1. HW: reading and vocabulary.
10. Unit 3 Adventure Reading 2. HW: reading and vocabulary.
11. Unit 3 Adventure Writing. HW: review Unit 3, book report
and vocabulary.
12. Unit 4 The Visual Age Reading 1. HW: reading and
vocabulary.
13. Unit 4 The Visual Age Reading 2. HW: reading and
vocabulary.
14. Unit 4 The Visual Age Writing. HW: review Unit 4, book
report and vocabulary.
15. Final Test: Units 3 & 4 (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.eltngl.com/sites/pathways/student-resources/
reading-and-writing/foundations/student-book-audio-
foundations)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

池田　祐子

◎－－－　概要　－－－◎

近年、ビジネスの世界ではITが普及しグローバル化が加速する
ことで、組織や職種を問わず英語を使える人材が求められてい
ます。そうした中で、社員の採用時や入社後の昇進・昇格基準
として利用されているのがTOEIC Listening & Reading Testで
す。この授業では最新のTOEIC Listening & Reading Testに準拠
したテキストを用いて、テストの傾向と対策を学びます。

毎回、授業の初めに各UnitのCheck Your Vocabularyの中から単
語テストを行います。短期記憶では語彙が定着しないため、単
語テストの範囲を雪だるま式に増やしていきます。例えば、第
一回目のテスト範囲はUnit1ですが、第二回目のテスト範囲は
Unit 1＆2になります。

単語テストの後にWarm up で関連表現を学び、90分でリスニン
グ問題とリーディング問題を効率よく解いていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC　Listening and Reading Testの出題傾向や注意すべき点
について理解し、効率的な学習方法を身に着ける。(知識・理
解)

②短時間で大量の問題を解くスキルを身につける。(技能)

③自主的な発表を評価の一部とすることで、英語コミュニケー
ションに必要な積極性を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】各ユニットCheck Your Vocabularyの問題を解き、単語
テストに備える。（30分）

【復習】リスニング問題のシャドーイングをスクリプトなしで
出来るようになるまで繰り替えす。リーディング問題の知らな
い単語を書き出し、単語帳を作って覚える。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・単語テスト　30%（到達目標①）
・授業への積極的な姿勢10% （到達目標③）
・定期試験 60%　（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Career Opener: Building Test Skills for the TOEIC
L&R Test
[Authors]Akiko Tsuda 他
[ISBN]978-4-269-66045-8
[Publisher]英宝社
[Comments] 2,000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

・高校までの文法書で復習するのが望ましい。
・TOEIC 公式問題集

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・特別な事情がない限り、単語テストの追試は行いませ
ん。
・第一回目からテキストの内容に入ります。授業には必ず
テキストをもってきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Unit 1 Occupations（職業）
2. Unit 2 Job Hunting（就職活動）
3. Unit 3 Working Conditions（職場の労働条件）
4. Unit 4 Office Facilities（オフィス内で使用する事務用品
と備品）
5. Unit 5 Shopping（買い物）
6. Unit 6 Meetings and Conferences（打ち合わせと会議）
7. Unit 7 Technology and SNS（テクノロジーとSNS）
8. Unit 8 Education（学校と教育）
9. Unit 9 Health and Sports（健康とスポーツ）
10. Unit 10 Transportation（交通機関）
11. Unit 11 Accommodations（宿泊施設）
12. Unit 12 Restaurant（レストラン）
13. Unit 13 Travel（旅行）
14. Unit 14 Entertainment and Leisure（趣味と娯楽）
15. Unit 15 News and Media（ニュースとメディア）
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ドミニック　マリーニ

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English that is useful when taking the TOEIC.

Students will a have many chances to speak English and listen to
English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn about the different parts of the TOEIC.(知識・理
解)

Students will learn useful vocabulary.(知識・理解)

Students will learn how to learn vocabulary.(技能)

Students will learn test-taking skills.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Each week students will spend one hour doing homework and
preparing for the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Quizzes = 50%   (There will be a quiz every week.)
Final test = 50%

The final test will be given during the last class. There is no final
exam during the official exam period. There will also be no
reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Tactics for TOEIC Practice Test 1
[Author(s)]　Grant Trew
[Publisher]　Oxford University Press
[ISBN]　978-0-19-452955-6
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students who are active in class enjoy the class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class rules and the textbook
2. Parts of Speech
3. Part 1
4. Vocabulary
5. Part 2
6. Situations
7. Part 3
8. Conversations
9. Part 4
10. Company life
11. Part 5
12. Reading and Grammar
13. Part 6
14. Part 7
15. Final Test
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

團迫　雅彦

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では，TOEICのスコアアップに必要である各パートの
特徴とその攻略法について，頻出問題を解くことで理解するこ
とを目的とする。また，TOEICで使われる基本的な語彙を学習
したり，英文法の基礎事項などもあわせておさえていく。ま
た，確認テストを受けることで，学習内容の定着化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングで大まかな内容が理解できる。(知識・理解)

②語彙・文法が理解できる。(知識・理解)

③時間内に問題を解くことができる。(技能)

④ビジネス文書や英字新聞の記事に興味を持って、主体的に読
むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitのStep 1, 2の予習（予習課題）。（60
分）

復習：復習小テスト（語彙・文法・音声）の準備。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：10%（到達目標①②③④）
・予習課題：10%（到達目標①②④）
・復習小テスト：10%（到達目標①②③）
・中間試験：20%（到達目標①②③）
・定期試験：50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC Test Pre-Intermediate／
『レベル別TOEIC L&Rテスト実力養成コース：準中級
編』
[Author(s)] 溝口優美子・柳田真知子
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments] テキスト価格　2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の冒頭に復習テストを行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や評価，復習テストと予習課
題についての説明を行う。
2. Unit 1: Travel（旅行に関する表現・名詞）
3. Unit 2: Dining Out（食事に関する表現・形容詞）
4. Unit 3: Media（メディアに関する表現・副詞）
5. Unit 4: Entertainment（エンターテインメントに関する表
現・時制）
6. Unit 5: Purchasing（買い物に関する表現・主語と動詞の
一致）
7. Unit 6: Clients（顧客との取引に関する表現・能動態／受
動態）
8. 中間試験：1～7回目の授業までの内容に関する試験
9. Unit 7: Recruiting（求人に関する表現・動名詞・不定
詞）
10. Unit 8: Personnel（人事に関する表現・代名詞）
11. Unit 9: Advertising（広告に関する表現・比較）
12. Unit 10: Meetings（会議に関する表現・前置詞）
13. Unit 11: Finance（予算に関する表現・接続詞）
14. Unit 12: Offices（オフィスに関する表現・前置詞と接続
詞の違い）
15. 総まとめ
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竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

英文の内容を把握するためには、様々な文法事項に関する知識
が必要です。この授業では、主にTOEICで頻出する文法事項を
中心に扱いながら、英文を正確に、かつ速く読むための訓練を
行います。また、英語のネイティブスピーカーの発音に規則的
に生じる発音の変化（脱落、連音化）に対応することができる
ようになるための訓練も合わせて実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の文法知識に基づいて、正しい語形や表現を用いること
ができる。(技能)

②難しい語句がなければ、英語の文法知識に基づいて英文の意
味を読み取ることができる。(技能)

③品詞や時制などの文法的概念を常に意識しながら英文を読む
姿勢を持つ。(態度・志向性)

④発音規則によって脱落や連音化が生じた英語を聞いて、大ま
かな内容を把握することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業で学習した内容を復習しておくこと（45分）
・復習で辞書を引く際は、意味だけでなく品詞などの文法的要
素にも意識を向けるようにしましょう。
・授業中に時間を計測しながら問題を解き、その後に解説しま
すので、予め問題を解いてくる必要はありません。その分、授
業中の学習内容の復習をしっかりおこなってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・小テスト（授業中に毎回実施）：25％（到達目標①・②）
・リスニングテスト（第15回目の授業で実施）：20%（到達目
標④）
・授業への積極的参加（リスニング課題の提出状況、授業での
発言回数など）：15％（到達目標③・④）
（※遅刻や欠席、授業中の居眠り、スマホで遊ぶなどの行為
は、授業に積極的に参加していないものと見なします。）
・定期試験：40％（到達目標①・②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential English Grammar for TOEIC Test
[Author(s)] アーロン・キャルコート他
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17785-2
[Comments] 1900円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、辞書（電子辞書可、スマホの辞書機能は不可）を
持参してください。
・授業中の携帯・スマホの使用は禁止します。携帯・スマ
ホを触っていたり居眠りしている場合には授業に積極的に
参加していないものと見なします。また、遅刻や居眠りに
ついても同様の扱いとします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 2: 品詞
3. Unit 3: 比較
4. Unit 4: 分詞
5. Unit 5: 分詞構文
6. Unit 6: 接続詞
7. Unit 7: 前置詞と組みで使われる表現
8. Unit 8: 代名詞
9. Unit 9: 関係詞
10. Unit 10: 時制1
11. Unit 11: 時制2
12. Unit 12: 仮定法
13. Unit 13: 動詞の形
14. Unit 14: 注意すべき前置詞
15. Unit 15: その他注意すべき英文法項目／リスニングテス
ト
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劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to get fully prepared for
different kinds of English tests, such as IELTS, TOEIC, etc. There are
fifteen sets of practices, with each one focusing on a different topic
for listening practice, grammar practice, and reading practice as well.
Homework will be given at the end of each class. A short test will be
given every four weeks, so students must review course content after
each lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn necessary skills and strategies for English tests.
(技能)

2. Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner.(態度・志向性)

3. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next chapter (30 minutes), and
prepare for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標2)
Presentations (2 times): 25% (到達目標1, 2)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 3)
Final listening test: 15% (到達目標3)
written report: 5% (到達目標1, 2)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Go for the TOEIC Test (New Edition)
[Author(s)]浅間正通/ Nicholas Lambert
[Publisher]Eihosha
[ISBN]978-4-269-66042-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Every four weeks, before the class starts, students will have a test related to the
content of the previous classes.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the
next week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to
the final score.

Students must come to class during test weeks, because the score of tests will be
calculated into the final score.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction

Week 2
Presentation: Real Estate/ Chapter 1 Real Estate/ Homework: question 24̃28 on
page 13

Week 3
Presentation: Environment/ Chapter 2 Environment / Homework: question 25̃29 on
page 19

Week 4
Presentation: Journalism/ Chapter 3 Journalism/ Homework: question 12̃16 on
page 21

Week 5
Presentation: Food products/ Chapter 4 Food products/ Homework: question 24̃28
on page 32

Week 6
Test 1 [Chapter 1̃4]/ Chapter 5 Manufacturing

Week 7
Presentation: Finance / Chapter 6 Finance/ Homework: print practice

Week 8
Chapter 7 Sports

Week 9
Presentation: Education/ Chapter 8: Education/ Homework: question 21̃23 on page
59

Week 10
Print practice

Week 11
Presentation: Amusement/ Chapter 10 Amusement/ Homework: question 24̃28 on
page 74

Week 12
Presentation: Art / Chapter 11 Art/ Homework: question 12̃26 on page 76

Week 13
Test 2 (Chapter 6, 7, 8, 10 and 11)/ Chapter 13 Public services

Week 14
Chapter 14 Transportation/ final presentation

Week 15
Final presentation/ final listening test/ written report collection
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上村　隆一

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、2016年から大幅に出題形式および出題内容が変更
されたTOEIC®新テスト(TOEIC® Updates)のうち、リスニングとリー
ディングを中心として聴解力・読解力を試すTOEIC®  L&Rに焦点を
絞り、実際のテストに類似した問題を使った演習を行います。特
に、近年英語を母語としない国（主としてアジア地域）の人々と日
本人のコミュニケーション手段として、共通の外国語である英語の
重要性が高まってきています。　　
　TOEIC®L&Rの内容も、そうした現実の英語使用環境を反映し、
Asian Englishともいえるnon-native の話す英語や、Hong Kong,
Singapore といった特定のアジア地域をテーマとした読解テキストを
多用するようになりました。
　従って、このクラスを受講することによって、TOEIC®L&Rの問題
形式に慣れ、実際の試験においてより良いスコアを得ることが可能
になるだけでなく、各地域の生活様式、ビジネスモデル、文化の多
様性についても学習することができます。
　また、将来的に、TOEIC®L&Rは新テスト実施時から新規に導入さ
れた会話力・作文力を試すTOEIC®S&W同様、インターネットを介
して受験するオンライン方式に移行する可能性が高いので、授業時
小テストや課題学習用の教材はすべてPC画面上で解答する方式とし
ます。受講学生の皆さんは、単に演習問題を解答するだけでなく、
外部リンクによる関連ウェブサイトの閲覧、検索を各自の携帯端末
で並行して行う能動的な学習方法を身につけていただきたいと思い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

欧米だけでなく、アジアでも共通語として使われている英語の特徴
を理解することができる。(知識・理解)

実際の使用場面に適した会話表現、ビジネス文書に特有の語彙、慣
用的表現を学習することができる。(知識・理解)

新しいTOEIC®テストの問題形式と出題傾向を知り、試験対策に役立
てることができる。(技能)

オンラインテストの形式に慣れ、基本的な電子テキスト編集機能を
使いこなすことができる。(技能)

問題に含まれるトピックについて、ネットを活用し自ら関連情報を
検索する習慣を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定した教科書の各単元問題を解答しておく（授業冒頭の小
テスト出題範囲に含める）オンライン課題教材音声を携帯端末等で
繰り返し聴いておく（60-90分）
復習：授業時に指示した提出用課題（リーディング）の解答（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。
毎授業時に実施するオンライン小テストの成績　　　　　　　　 　
　　　  20%
授業時および授業後に提出する演習課題の理解度・学習到達度　　
　　　　30%
復習テスト２回（中間・期末試験相当）　　　　　　　　　　　　
　　　　50%
（備考）このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEIC®L&Rテスト戦略的トレーニング：レベル400
[Author(s)]西谷・伊藤・大橋・J.G. Wong他
[Publisher] 朝日出版社(2019)
[ISBN]978-4-255-15635-4
[Comments] 冊子体教科書とウェブ教材を併用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本授業はPC教室でCALL形式の演習を行う。オンライン課
題教材をダウンロードし、授業時のバックアップ書類を保
存してもらうた  め、容量4GB以上のUSBメモリを毎回必
ず持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　授業概要説明、TOEIC® L&R Test 1/3模試
第２回　Unit L-1(Part 1), R-1 (Part 5)
第３回　Unit L-2(Part 1), R-2 (Part 5)
第４回　Unit L-3(Part 2), R-3 (Part 5)
第５回　Unit L-4(Part 2), R-4 (Part 5)
第６回　Unit L-5(Part 2), R-5 (Part 5)
第７回　Unit L-6(Part 2), R-6 (Part 6)
第８回　復習テスト（１）【オンライン試験】
第９回　Unit L-7 (Part 3), R-7 (Part 7)
第 10 回 Unit L-8 (Part 3), R-8 (Part 7)
第12回　Unit L-9 (Part 3), R-9 (Part 7)
第13回　Unit L-10 (Part 4), R-10 (Part 7)
第14回　Unit L-11 (Part 4), R-11 (Part 7)
第15回　復習テスト（２）【オンライン試験】
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棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、TOEICの受験対策を念頭に置きながら、英語能
力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読んで内容を把
握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基礎的な聞き
取り練習を実施することで話し手の意図を理解できるようにな
る（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で英語の基礎
となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICでよく使用される文法や語彙を理解できる。(知識・理
解)

TOEICの出題傾向を把握し、大量の問題を効率的に解く技能を
身に着ける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。(50分)
復習：前の授業で行った内容を復習し、小テストに備える。
(50分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テストを含む20%
リスニングテスト20%
定期試験40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] An Amazing Approach to the TOEIC® L&R Test
[Author(s)] Hiromi Hagi, Eleanor Smith, et al.
[Publisher] Seibido
[ISBN] 9784791971886

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Home Appliances
3. Recreation
4. Restaurants
5. Supermarket Shopping
6. Housing
7. Business
8. 前半まとめ＆テスト
9. Bank & Post Office
10. Job Hunting
11. Health
12. Tourism: Travel by Land
13. Tourism: Travel by Air
14. Tourism : Hotels
15. 後半まとめ＆リスニング・テスト
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スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this ESP course, students will practice speaking, listening, reading,
and writing skills to prepare for the International English Language
Testing System (IELTS) test. This official English test has merit all
around the world. The teacher will give advice about vocabulary and
students will practice a variety of skills to increase their English
vocabulary. They will learn effective ways to read, write and speak in
English. For example, they will learn how to use different words and
expressions with the same meaning. Students will complete IELTS
style writing practice for homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve their ability to speak English. (技能)

2. Students will improve their ability to listen in English.(技能)

3. Students will improve their ability to read English.(技能)

4. Students will improve their ability to write in English. (技能)

5. Students will practice different types of IELTS test questions, so
they will know how to prepare for the IELTS Test.(知識・理解)

6. Students will develop their confidence to think and speak in
English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Writing homework 20% (10 + 10) (到達目標4)
Listening tests 20% (10 + 10) 到達目標2)
Reading tests 20% (10 + 10) 到達目標3)
Speaking test 20% (到達目標1)
End of term (writing) exam 20%
 
※ There is no score for attendance.

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course
because the teacher cannot evaluate their homework, or their efforts in
class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
To pass this course:
1. students should not be late or absent;
2. students must actively participate in all class activities;
3. students must complete homework;
4. students must complete one speaking test.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What is the IELTS test? How does it compare with the TOEIC
test?
Checking some examples of IELTS test reading, writing,
listening and speaking questions.
Checking the usual writing style of numbers.
2. IELTS writing test part 1 practice: pie charts.
3. IELTS writing test part 1 practice: line graphs + writing
homework #1
4. IELTS listening test advice and practice.
5. IELTS listening test #1
6. IELTS speaking test advice and practice #1
7. IELTS speaking test advice and practice #2
8. IELTS speaking test
9. IELTS reading test advice and practice.
10. IELTS reading test #1
11. IELTS writing test part 2 practice + writing homework #2
12. IELTS listening test #2
13. IELTS reading test #2
14. IELTS End of term exam review and practice.
15. IELTS End of term exam review and practice.



2019-SJ00009611-65インターミディエイト・イングリッシュⅠ「C C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　E-learningによるWeb教材を使用して、Grammar, Reading,
Listeningの学習を行います。TOEICなどの試験に役立てること
ができる形式の練習問題を数多くこなすことで、これらの力を
着実に身につけます。　
　Grammarのパートでは、これまでに学習した文法事項を確認
しつつ、理解していない点を自覚し、知識を確実なものにしま
す。また、インターネットと電子メールの発達によって、英語
を読む力がこれまで以上に求められていますので、Readingの
パートでは、日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養
成していきます。Listeningのパートでは、英語を正確に聞き取
ることに重点をおき、英会話で頻出する表現に親しむことで、
TOEIC対策や自然な会話力の養成に繋げます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

e-learningにより、様々な言語使用場面の中で、英語リスニング
能力を身につけることができる。(技能)

e-learningにより、様々な言語使用場面の中で、英語リーディン
グ能力を身につけることができる。(技能)

e-learningにより、様々な言語使用場面の中で、英語グラマー能
力を身につけることができる。(技能)

ICTを活用したe-learningを自らが計画的に進めることができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　最初の授業で配布される進行予定表に従い、PCやモバイル機
器を活用し毎週2レッスン分を授業外でも学習してください
（授業前・後いずれでもよい）。詳しくは最初の授業で説明し
ます。できなかった箇所の復習もしっかりと行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

（１）課題完了（最終テスト前日までに修了することが条
件）：２０％
（２）普段の学習評価 （授業中の課題進行度、定められた課題
を毎週やっているかの評価、小テスト、提出物などを含む）：
３０％
（３）最終テスト：５０％

*このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

総合英語TOEICテスト対策コース 、reallyenglish
（冊子ではありません。オンライン教材なので、IDなど登
録に必要な資料を封筒形式で販売しています。）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

初回授業でe-learningサイトへの登録を行いますので、登録
に必要なID（封筒形式で販売／5000円程度）を必ず購入し
て授業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　ガイダンス（登録、プログラムの説明）
2. ビジネス１
3. ビジネス２
4. ビジネス３
5. ビジネス４
6. 余暇と娯楽１
7. 余暇と娯楽２
8. 余暇と娯楽３
9. 余暇と娯楽４
10. 旅行と交通１
11. 旅行と交通２
12. 旅行と交通３
13. 旅行と交通４
14. 最終テスト
15. Review
（初回の授業で、進行表を配布）



2019-SJ00009611-66インターミディエイト・イングリッシュⅠ「C C&O-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、オンライン教材を用いて総合的な英語運用能
力、特に文法力、読解力、聴解力（リスニング力）を高めま
す。英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が
必要とされるのは言うまでもありません。グラマーパートでは
その必須文法力を向上させます。またインターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。リーディングパートでは、日常生活とビジネスで求めら
れる英文読解力を養成していきます。リスニングのパートで
は、英語を正確に聴き取ることに重点をおきます。特に、英会
話で頻出する表現に親しむことで、自然に会話力の養成につな
がるでしょう。なお、学習の際ポートフォリオ（ノート）に学
習内容を記録していきます。日付、学習した項目、知らない単
語や表現、間違えた問題の反省などを記録しておきます。学期
末にポートフォリオを提出してもらい、成績評価の材料としま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のリスニングの基礎力を身に付けることができる。(技
能)

②英語のリーディングの基礎力を身に付けることができる。
(技能)

③英語のグラマーの基礎力を身に付けることができる。(知
識・理解)

④授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：自宅や大学のパソコンを使用して、grammar, reading,
listeningの問題を学習します（45分）
復習：記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価をおこないます。

復習テスト（５０％）（到達目標①，②，③）
授業中の学習内容、コンピュータの学習履歴（３０％）（①，
②，③，④）
ポートフォリオ（２０％）（④）

※この授業では、コンピューターを使って毎時間、決められた
ユニットを解答することが求められます。欠席すると必然的に
その活動が出来ないため、評価を下げることになるので注意し
て下さい。また遅刻についても、回数が多ければ多いほどマイ
ナス点が大きくなるので気をつけて下さい。

※定期試験期間中に試験は実施しません。よって、再試験も実
施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher] Reallyenglish
[ISBN]
[Comments]5000円程度。インターネット教材であるため、
ISBNはありません。なお、後期も引き続き同じ教材を使
用します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲
覧を禁止します。
・初回授業でe-learningサイトへの登録を行いますので、登
録に必要なテキスト（封筒形式／5000円程度）を必ず購入
して授業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンスと実力診断テスト
2 Grammar その1
3 Reading その1
4 Listening その1
5 Grammar その2
6 Reading その2
7 Listening その2
8 Grammar その3
9 Reading その3
10 Listening その3
11 Grammar その4
12 Reading その4
13 Listening その4
14 レッスン復習テスト
15 復習テスト追試および補足



2019-SJ00009612-51インターミディエイト・イングリッシュⅡ「C R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

吉津　京平

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能のうち、リーディングとライティングの力を養う。
アメリカの児童文学作家であるロアルド・ダール（Roald
Dahl）のEsio Trotのリーディングを通して、英語の表現や英語
圏の文化に触れる。また、英語の文章を正確に読むトレーニン
グを行うとともに、使われている表現をライティングに応用
し、正しく英作文ができるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常的な話題に関する英文を正確に読解する能力を身に着ける
(技能)

日常的な話題に関する表現を英作文に転用する能力を身に着け
る(技能)

日常的な話題に関して必要な語彙を補強する(知識・理解)

自分の言いたいことを英語で正確に表現できるようになる(技
能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の範囲を読んで内容を確認しておく（45分）

復習：内容把握の問題（授業中に配布する）を家でもう一度解
く（ただ暗記したりするのではなく、正しいプロセスで解ける
か確認する）（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

日頃の学習への取り組みと試験による評価
・平常点：30点（学習状況、予習状況、授業中の積極性や態
度、授業中に行う小テスト等）
・中間テスト：10点（読解能力、英作文能力、語彙）
・定期試験：60点（読解能力、英作文能力、語彙）
・授業にテキストを忘れた場合、2回目からは減点対象とす
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Esio Trot
[Author(s)]Roald Dahl
[Publisher]Puffin Books (2009)
[ISBN]978-0142413821

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業に辞書を持参する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、出欠評価などについての説
明を受け、2回以降の学習の方法を実践します。
2. 1) Reading (P3-9)
3. 1) Writing (P3-9)
4. 2) Reading (P10-16)
5. 2) Writing (P10-16)
6. 3) Reading (P17-21)
7. 3) Writing (P17-21)
8. P3-21 復習・まとめ
9. 中間テスト(P3-21)
10. プレイスメントテスト
11. 4) Reading & Writing (P22-28)
12. 5) Reading & Writing (P29-33)
13. 6) Reading & Writing (P34-41)
14. 7) Reading & Writing (P42-47)
15. P29-47 復習・まとめ、8) Reading & Writing (P48-57)

各回の学習内容は、この授業計画に沿って行う予定だが、
進度や状況により変更する場合がある。



2019-SJ00009612-52インターミディエイト・イングリッシュⅡ「C R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

The goal of the Reading and Writing course is to have students learn
about topics they may know in Japanese, but learn how to read and
write about them in English. This class will help students collect
commonly used phrases which will be helpful to them when they are
writing. This class will also teach students natural writing skills by
applying the phrases they have learned from the exercises in the text
and the phrases learned from the instructor.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To help students experience and understand natural ways to write in
English.(知識・理解)

To give students the ability to learn how to improve their reading and
writing skills through self-study.(技能)

To create an awareness of the need to consistently improve writing
skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and review as well as
writing assignments that could not be finished in class. Students
should expect to spend around two hours a week on work outside the
class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class: 60% (4x15%) (4 in-class writing assignments)
Class Quizzes: 20%
Final writing assignment: 20%
There is no exam given during the exam period. It will be given in the
final class of the semester.
No make-up exams will be given.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write (Second Edition)
[Author(s)]David Moore and David Barker
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-47-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
course. All students are expected to actively participate in group
and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Full course 　explanation. Writing sample
2. Basic English Writing Methods 　(part 1)
3. Basic English Writing Methods (part 2)
4. Review Quiz for Basic Writing Methods
5. 1st  writing assignment preparation: Introduction
6. 1st  writing assignment
7. 2nd writing assignment preparation: Family
8. 2nd writing assignment
9. 3rd writing assignment preparation: Friends
10.Placement Test
11.3rd writing assignment
12.4th  writing assignment preparation: Hometown
13.4th  writing assignment
14.Review for final writing assignment
15.Final writing assignment

[NOTE] The placement test will be given in November.
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

岩松　博文

◎－－－　概要　－－－◎

生活と文化、健康と環境、ビジネス、技術など身近な話題を取
り上げたエッセイを熟読することを通じて語彙力を高め、なる
べく日本語に翻訳することなく英文を速読速解できるように練
習する。リーディングの力を伸ばすためには何よりも多くの英
文に実際に触れることが大事であることを理解する。またテキ
ストの本文の英文を最大限に活用して英文作成上の基礎的文法
事項を整理しながら短文単位でのライティング・スキルの向上
を目指すようにする。さらにパラグラフ及びエッセイ作成上必
要な基礎知識の定着を図っていく。理解しにくいと思われる構
文、文法事項については適宜噛み砕いて解説していきます。　

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.語彙を増やし、英文を読むときに後戻りせず頭から読み下す
ようにしてすばやく大まかな内容を把握できるようになる。
(知識・理解)

2.基本的な構文の理解を深めるとともに、文法事項を確認しな
がら短文単位でのライティングの技術を向上させる。(技能)

3.英語を通じて異文化理解に努め、広く現代社会のさまざまな
分野に対する関心を深める。
(態度・志向性)

4.自主的に学習を進め、積極的に英語学習の取り組むことがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は不明な語句を学習用英和辞書でよく調べておくこと。ま
た英英辞書を使って、同じ語句がどう英英で説明されているか
調べるとが実力向上につながる（45分）。復習は付属のＣＤを
活用しテキストを意味を考えながら何度も音読することが会話
力、リスニング力の向上に効果がある(45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価をします。

授業への参加度10％（到達目標4）
復習小テスト20%（2回・到達目標1,2,3,4)
定期試験70％(到達目標1.2.3)
   

   

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]What in the World
[Author(s)] Jim Knudsen
[Publisher]南雲堂
[ISBN] 9784523178521
[Comments]2,000円

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に適宜言及する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席、遅刻をむやみにしない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1.Introduction（授業の進め方）
 2.Lesson 1　Skin Deep
 3.Lesson 2　Hope
 4.Lesson 3　Africa's University of the    future
 5.Lesson 4　A Cool Idea
 6.Lesson 5　Detx
 7.Lesson 6　100&Change
 8.Lesson 7 Words, Words and more Words
 9.Lesson 8 Out of a Job
10.Lesson 9 プレイスメント・テスト
11.Lesson 10 The Way to go
12.Lesson 11 the Best Fathers in the World?
13.Lesson 12 A New Breed of Jockey
14.Lesson 13 Prison Break
15.Review
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will develop their reading, visual literacy and writing skills.
There will be homework each week. Homework will include review
of lesson content, vocabulary practice, reading and writing. There will
be a 中間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to read a short passage and understand simple
visuals.(技能)

2. Students will be able to write their opinions on a variety of
topics.(技能)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand a
variety of real life situations.(知識・理解)

4. Students will actively engage in English learning to improve their
study  skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading graded readers (30 min), writing book reports (15 min) and
studying vocabulary on Quizlet (25 min). Students should review the
content of the textbook and vocabulary which has been taught in class
(50 min). In addition, students should prepare for the 中間 test in
week 8 and final test in week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2, 3 & 4)
20% Homework and book reports (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% 中間 Test (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% Final Test (到達目標1, 2, 3 & 4)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, homework, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking
Foundations A  (Second Edition)　
[Author(s)] Laurie Blass & Mari Vargo
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-0-35-736603-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should bring their graded reader to class every week
and submit four book reports (details will be given in class).
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class. Please write your name, student number and class
on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: introduction and course outline. HW
(Homework): student profile and vocabulary.
2. Unit 1 Our World Reading 1. HW: reading and vocabulary.
3. Unit 1 Our World Reading 2. HW: reading and vocabulary.
4. Unit 1 Our World Writing. HW: review Unit 1, book report
and vocabulary.
5. Unit 2 Career Paths Reading 1. HW: reading and vocabulary.
6. Unit 2 Career Paths Reading 2. HW: reading and vocabulary.
7. Unit 2 Career Paths Writing. HW: review Unit 2, book report
and vocabulary.
8. 中間 Test: Units 1 & 2 (25%)
9. Unit 3 Adventure Reading 1. HW: reading and vocabulary.
10. Placement Test
11. Unit 3 Adventure Writing. HW: review Unit 3, book report
and vocabulary.
12. Unit 4 The Visual Age Reading 1. HW: reading and
vocabulary.
13. Unit 4 The Visual Age Reading 2. HW: reading and
vocabulary.
14. Unit 4 The Visual Age Writing. HW: review Unit 4, book
report and vocabulary.
15. Final Test: Units 3 & 4 (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.eltngl.com/sites/pathways/student-resources/
reading-and-writing/foundations/student-book-audio-
foundations)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

谷口　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、国際共存や地球温暖化などの、現代国際社会にお
ける重要な問題を扱った文章およびインタビューの英文を教材
として用い、リーディング力とライティング力の 向上を目指し
ます。本授業では、英文を読むために必要なスキルを強化する
とともに、英語のライティングを行う際に役に立つ表現や構文
や文法事項などを確認し、ライティング力の向上を目指しま
す。

授業の進め方：
始めにテキストに付随したDVDを視聴した後、英文を読み進め
ます。その際、このニュースの英語や内容について、担当者に
発表をしてもらい、その後解説とエクササイズなどを行いま
す。なお、テキストの練習問題やハンドアウトなどを用いて、
適宜ライティングのトレーニングを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読解する能力を向上させる(知識・理解)

現代社会に関する英文を理解するために必要な英語の語彙、文
法、構文などを強化する(知識・理解)

ライティング力の養成をはかる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回の授業に備えて、指定された部分の予習（４５分）
・授業後は、授業内容の理解の確認（４５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験（リーディングおよびライティング）：７０％（到
達目標①②③）
・平常点（発表、課題提出、学習状況など）：３０％　（到達
目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Global Issues Towards Peace
[Author(s)] Keizo Tatsukawa 他
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17741-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には辞書を持参してください。
・授業の予習・復習を目的として、課題を提出してもらうことがあ
ります。課題の具体的な内容については、その都度お知らせしま
す。
・授業中に、テキストの英語や内容などに関する発表をしていただ
きます。発表者は、事前に指名します。
・授業の進度の具合などにより、各週の授業内容が変更になる場合
もあります。その場合は、事前にお知らせします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１週：
イントロダクション：授業の進め方、リーディングとライティング
の学習方法に関する説明、テキストの内容についての導入

第２週：
Unit 1（Education and Gender）英文読解、内容把握、ライティング

第３週：
Unit ２（Global Warming）英文読解、内容把握、ライティング

第４週：
Unit ３（Drinking Water）英文読解、内容把握

第５週：
Unit ４（Poverty and Hunger）英文読解、内容把握、ライティング

第６週：
Unit ５（Fighting Disease）英文読解、内容把握

第７週：
Unit ６（Terrorism）英文読解、内容把握、ライティング

第８週：
Unit ７（Internment）英文読解、内容把握

第９週：
Unit ８（Atomic Weapons）英文読解、内容把握、ライティング

第１０週：
プレイスメント・テスト

第１１週：
Unit ９（Genocide and Crimes against Humanity）英文読解、内容把握

第１２週：
Unit １０（Landmines）英文読解、内容把握、ライティング

第１３週：
Unit １１（Refugees）英文読解、内容把握

第１４週：
Unit １２（Nelson Mandela）英文読解、内容把握、ライティング

第１５週：
Unit １３（Aung San Suu Kyi）英文読解、内容把握、これまでの授業
内容の確認

授業の進度の具合などにより、各週の授業内容が変更になる場合も
あります。その場合は、事前にお知らせします。
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

前田　譲治

◎－－－　概要　－－－◎

本授業で取り上げる英語は、全て、実際のネィティブの会話で
頻繁に用いられている会話表現となる。頻繁に用いられる、会
話の決り文句に関して、英作文を行う。それらの表現を可能な
限り数多く暗記してもらうことによって、英語の発話能力を向
上させる。また、模範文例として登場している会話表現の精読
を通して、会話表現の用法を確認し、それを適切に使用する能
力も身につける。その他に、英語字幕の映画を見ながら、映画
に登場する口語表現の用法を学び、会話表現への理解を更に深
める授業も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会話表現の微妙なニュアンスの違いに関する知識を、少しでも
増やす。(知識・理解)

英作文を通して、自由に使いこなせる会話表現の数を少しでも
増やす。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：章の冒頭のUseful Expressions を精読し、各表現の意
味を把握しておくこと。また、事前に指定された教科書の練習
問題（英作文）を解答しておくこと。 （60分）
事後学習：Basic Training で学習した口語表現を暗誦し、スムー
スに発話できるようになっておくこと。 （30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と
割合により成績評価します。」
定期試験の結果８０％（到達目標①②）
発表内容、平素の授業態度２０％
遅刻は３回で欠席１回分としてカウントする。
試験は、英文箇所の和訳、日本語問題文の英訳をさせる設問が
中心となる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The Road From Writing To Speaking　
[Author(s)]山口俊二　Timothy Minton
[Publisher]成美堂
[ISBN]4791950267

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書は通読するのではなく、重要な箇所をピックアップ
する形で勧めていくため、授業終了時に行われる指示に
従って予習を行ってください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　授業の進め方、および、口語英語の基本的な勉強
の仕方の説明。
第2回 Asking for Repetition or Explanation p.2
第3回 Natural Responses p.8
第4回 Thanks and Apologies　p.14
第5回 Greetings and Farewells p.20
第6回 Making Appointments p.32
第7回 Requests and Permission p.38
第8回 Requests and Permission p.46、47
第9回Suggestions and Advice p.44
第10回 プレイスメントテスト
第11回 英語字幕のビデオを用いた口語表現の学習1
第12回 英語字幕のビデオを用いた口語表現の学習2
第13回 Giving Directions  p.102
第14回 Overseas Travel p.106
第15回　全体のまとめ、補足説明、試験範囲、試験内容の
確認等

テキストの以上の箇所を、上記の順番で、使用していきま
す。進度に関しては若干の変更が生じる可能性がありま
す。授業終了後に行う指示に注意してください。
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

実用英語検定試験のうち、特にビジネスの世界で重視される
TOEIC®で500点以上を取得することを目指した学習を行いま
す。実際のTOEIC®試験に即した形式のテキストを用いること
で、実践的に英語力の向上をはかります。授業ではまず最初に
前回の授業で扱った重要単語の小テストをおこない、語彙力を
定着させることを図ります。その上で、テキストに沿う形で問
題に取り組み、解答・解説をおこなっていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC®に関連する英語の語彙力を高めることが出来る。(知
識・理解)

②TOEIC®で問われるような英文をある程度正確に聴き取るこ
とができる。(技能)

③TOEIC®で問われるような英文を読み解くことができる。(技
能)

④TOEIC®の形式に慣れ、本試験を受験する意欲を持って積極
的に学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎時間、指定した箇所について解答し、学ぶ内容を整理
しておく（45分）
復習：小テストに備えて準備すると共に、授業中に間違った問
題を見直しておく（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

毎週の学習状況（授業での積極的な取り組み、指名発表）20％
（到達目標①，②，③，④）
小テスト20％ （到達目標①）
リスニング試験30％ （到達目標②）
定期試験30％（到達目標①，③）

＊本授業ではTOEIC®で高得点をおさめるために､授業内で実際
に複数の問題に取り込むことが中心となります。欠席するとそ
の問題に取り組むことが出来なくなり、必然的に評価を下げる
ことになります。一般的に言って授業回数の3分の1以上（通常
は5回以上）を欠席すると、「積極的な取り組み」が全く見ら
れないと判断されるほか、小テストの点数も低くなるため、単
位の取得が極めて厳しくなる点に注意してください。 また、遅
刻についても回数が多ければ多いほど、マイナス点が大きくな
るので気をつけてください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEICⓇ L&R テスト トレーニング（中級編）
[Author(s)] 今村洋美（他）
[Publisher] 音羽書房鶴見書店
[ISBN] 978-4-7553-0382-1
[Comments] 2018年発行。税込2160円。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中適宜、TOEIC®の勉強に有用な本を担当者が紹介し
ます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎時間、辞書を持参して下さい。
・授業計画はあくまで目安であり、受講者の進度等に応じ
て変更を加えることがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下に挙げるものは、各回で扱うテーマと、特に重点的に
取り上げる文法事項になります。

1：イントロダクション
2: Shopping ［品詞］
3: Food and Drink ［時制］
4: Travel and Transportation ［to不定詞］
5: Entertainment and Media ［動名詞］
6: Environment and Nature ［助動詞］
7: Building and Corporate Property ［受動態］
8: Communication ［使役動詞］
9: Money Matters ［前置詞］
10: プレイスメント・テスト
11: Jobs and Labor ［関係詞］
12: Business Arrangements ［分詞構文］
13: Projects and Product Development ［仮定法］
14: リスニングテスト
15: まとめと総復習
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to get fully prepared for
different kinds of English tests, such as IELTS, TOEIC, etc. There are
fifteen sets of practices, with each one focusing on a different topic
for listening practice, grammar practice, and reading practice as well.
Homework will be given at the end of each class. A short test will be
given every four weeks, so students must review course content after
each lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn necessary skills and strategies for English tests.
(技能)

2. Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner.(態度・志向性)

3. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next chapter (30 minutes), and
prepare for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標2)
Presentations (2 times): 25% (到達目標1, 2)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 3)
Final listening test: 15% (到達目標3)
written report: 5% (到達目標1, 2)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Go for the TOEIC Test (New Edition)
[Author(s)]浅間正通/ Nicholas Lambert
[Publisher]Eihosha
[ISBN]978-4-269-66042-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Every four weeks, before the class starts, students will have a test related to the
content of the previous classes.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the
next week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to
the final score.

Students must come to class during test weeks, because the score of tests will be
calculated into the final score.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction

Week 2
Presentation: Real Estate/ Chapter 1 Real Estate/ Homework: question 24̃28 on
page 13

Week 3
Presentation: Environment/ Chapter 2 Environment / Homework: question 25̃29 on
page 19

Week 4
Presentation: Journalism/ Chapter 3 Journalism/ Homework: question 12̃16 on
page 21

Week 5
Presentation: Food products/ Chapter 4 Food products/ Homework: question 24̃28
on page 32

Week 6
Test 1 [Chapter 1̃4]/ Chapter 5 Manufacturing

Week 7
Presentation: Finance / Chapter 6 Finance/ Homework: print practice

Week 8
Chapter 7 Sports

Week 9
Presentation: Education/ Chapter 8: Education/ Homework: question 21̃23 on page
59

Week 10
Placement test

Week 11
Presentation: Amusement/ Chapter 10 Amusement/ Homework: question 24̃28 on
page 74

Week 12
Presentation: Art / Chapter 11 Art/ Homework: question 12̃26 on page 76

Week 13
Test 2 (Chapter 6, 7, 8, 10 and 11)/ Chapter 13 Public services

Week 14
Chapter 14 Transportation/ final presentation

Week 15
Final presentation/ final listening test/ written report collection
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

上村　隆一

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、2016年から大幅に出題形式および出題内容が変更
されたTOEIC®新テスト(TOEIC® Updates)のうち、リスニングと
リーディングを中心として聴解力・読解力を試すTOEIC®  L&Rに焦
点を絞り、実際のテストに類似した問題を使った演習を行います。
特に、近年英語を母語としない国（主としてアジア地域）の人々と
日本人のコミュニケーション手段として、共通の外国語である英語
の重要性が高まってきています。　　
　TOEIC®L&Rの内容も、そうした現実の英語使用環境を反映し、
Asian Englishともいえるnon-native の話す英語や、Hong Kong,
Singapore といった特定のアジア地域をテーマとした読解テキストを
多用するようになりました。
　従って、このクラスを受講することによって、TOEIC®L&Rの問
題形式に慣れ、実際の試験においてより良いスコアを得ることが可
能になるだけでなく、各地域の生活様式、ビジネスモデル、文化の
多様性についても学習することができます。
　また、将来的に、TOEIC®L&Rは新テスト実施時から新規に導入
された会話力・作文力を試すTOEIC®S&W同様、インターネットを
介して受験するオンライン方式に移行する可能性が高いので、授業
時小テストや課題学習用の教材はすべてPC画面上で解答する方式と
します。受講学生の皆さんは、単に演習問題を解答するだけでな
く、外部リンクによる関連ウェブサイトの閲覧、検索を各自の携帯
端末で並行して行う能動的な学習方法を身につけていただきたいと
思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実際の使用場面に適した会話表現、ビジネス文書に特有の語彙、慣
用的表現を学習することができる。(知識・理解)

欧米だけでなく、アジアでも共通語として使われている英語の特徴
を理解することができる。(知識・理解)

新しいTOEIC®テストの問題形式と出題傾向を知り、試験対策に役
立てることができる。(技能)

オンラインテストの形式に慣れ、基本的な電子テキスト編集機能を
使いこなすことができる。(技能)

問題に含まれるトピックについて、ネットを活用し自ら関連情報を
検索する習慣を身につける(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定した教科書の各単元問題を解答しておく（授業冒頭の小
テスト出題範囲に含める）オンライン課題教材音声を携帯端末等で
繰り返し聴いておく（60-90分）
復習：授業時に指示した提出用課題（リーディング）の解答（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。
毎授業時に実施するオンライン小テストの成績                           　　
　　  20%
授業時および授業後に提出する演習課題の理解度・学習到達度　　
　　　　30%
復習テスト２回（中間・期末試験相当）　　　　　　　　　　　　
　　　　50%

（備考）このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEIC®L&Rテスト戦略的トレーニング：レベル400
[Author(s)]西谷・伊藤・大橋・J.G. Wong他
[Publisher] 朝日出版社 (2019)
[ISBN]978-4-255-15635-4
[Comments] 冊子体教科書とウェブ教材を併用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本授業はPC教室でCALL形式の演習を行う。オンライン課
題教材をダウンロードし、授業時のバックアップ書類を保
存してもらうため、容量4GB以上のUSBメモリを毎回必ず
持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　授業概要説明、TOEIC® L&R Test 1/3模試
第２回　Unit L-1(Part 1), R-1 (Part 5)
第３回　Unit L-2(Part 1), R-2 (Part 5)
第４回　Unit L-3(Part 2), R-3 (Part 5)
第５回　Unit L-4(Part 2), R-4 (Part 5)
第６回　Unit L-5(Part 2), R-5 (Part 5)
第７回　Unit L-6(Part 2), R-6 (Part 6)
第８回　復習テスト（１）【オンライン試験】
第９回　Unit L-7 (Part 3), R-7 (Part 7)
第 10 回 プレイスメントテスト
第12回　Unit L-8 (Part 3), R-8 (Part 7)
第13回　Unit L-9 (Part 3), R-9 (Part 7)
第14回　Unit L-10 (Part 4), R-10 (Part 7)
第15回　復習テスト（２）【オンライン試験】
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福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　近年、益々注目度が増しているTOEIC Listening and Reading
Testを題材とした教科書を用いて授業を行う。TOEICテストは
高校までの英語と異なり、ビジネス関係の語彙が多く含まれて
おり、リーディングも広告やemailなども多い。また、リスニン
グの比重も大きい。授業では、問題を解くことを通して、ボ
キャブラリーの拡大、さまざまなテクスト・ジャンルへの意識
の向上、リスニング能力の向上を行い、実践的な英語能力の向
上を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

① ビジネス英語において重要な英単語を身につける。(知識・
理解)

② TOEIC Testの標準的なレベルの英語を聞き取ることができ
る。(技能)

③ TOEIC Test形式の中級レベルの文法問題を解くことができ
る。(技能)

④ TOEIC Test形式の中級レベルの読解問題を解くことができ
る。(技能)

⑤ 授業内外で英語学習に主体的に取り組むことができるように
なる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業のやり方としては、問題演習と解説を授業中に行う。その
ため、予習よりも復習が重要になる。
予習としては、ボキャブラリーのセクションの問題を解いてく
ること（30分）。復習としては、授業中に指摘するポイントに
注意しながら、教科書の問題を解きなおすこと。特に語彙の復
習は反復して行うこと（60分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点（積極性な授業への取り組み）30％
・リスニング・テスト30％
・定期試験40％

平常点では、授業内の課題への取り組み状況と、授業内の質問
への解答・回答を通して、到達目標⑤を評価する。
リスニング・テストでは到達目標②を評価する。
定期試験では到達目標①、③、④を評価する。

＊１　定期試験を受験しない場合、仮にその他が満点であって
も、成績は「放棄」となり単位が認められません。
＊２　平常点は出席点ではありません。寝ていたり、携帯電話
をいじっていたり、教科書を持たずにただ座っているなど、授
業内の活動に参加していなければ、成績評価の上では欠席者と
同じ扱いとなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]All-Powerful Steps for the TOEIC Listening and Reading
Test.
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN] 978-4-7919-6029-3

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Airport
3. Train Station
4. Department Store
5. Restaurant
6. 復習
7. Hotel
8. Hospital
9. Bank
10. プレイスメント・テスト
11. Workplace
12. Fitness Club
13. Sightseeing
14. リスニング・テスト
15. まとめ
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スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this ESP course, students will practice speaking, listening, reading,
and writing skills to prepare for the International English Language
Testing System (IELTS) test. This official English test has merit all
around the world. The teacher will give advice about vocabulary and
students will practice a variety of skills to increase their English
vocabulary. They will learn effective ways to read, write and speak in
English. For example, they will learn how to use different words and
expressions with the same meaning. Students will complete IELTS
style writing practice for homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve their ability to speak English.      (知識・理
解)

2. Students will improve their ability to listen in English.(知識・理
解)

3. Students will improve their ability to read English. (知識・理解)

4. Students will improve their ability to write in English. (知識・理
解)

5. Students will practice different types of IELTS test questions, so
they will know how to prepare for the IELTS Test.(技能)

6. Students will develop their confidence to think and speak in
English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Writing homework 20% (10 + 10) (到達目標4)
Listening tests 20% (10 + 10) 到達目標2)
Reading tests 20% (10 + 10) 到達目標3)
Speaking test 20% (到達目標1)
End of term (writing) exam 20%

※There are is no score for attendance.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.

※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework;
4. must complete one speaking test.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What is the IELTS test? How does it compare with the TOEIC
test?
Checking some examples of IELTS test reading, writing,
listening and speaking questions.
Checking the usual writing style of numbers.
2. IELTS writing test part 1 practice: pie charts.
3. IELTS writing test part 1 practice: line graphs + writing
homework #1
4. IELTS listening test advice and practice.
5. IELTS listening test #1
6. IELTS speaking test advice and practice #1
7. IELTS speaking test advice and practice #2
8. IELTS speaking test
9. IELTS reading test advice and reading test #1.
10. PLACEMENT TEST
11. IELTS writing test part 2 practice + writing homework #2
12. IELTS listening test #2
13. IELTS reading test #2
14. IELTS End of term exam review and practice.
15. IELTS End of term exam review and practice.
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池田　祐子

◎－－－　概要　－－－◎

近年、ビジネスの世界ではITが普及しグローバル化が加速する
ことで、組織や職種を問わず英語を使える人材が求められてい
ます。そうした中で、社員の採用時や入社後の昇進・昇格基準
として利用されているのがTOEIC Listening & Reading Testで
す。この授業では最新のTOEIC Listening & Reading Testに準拠
したテキストを用いて、テストの傾向と対策を学びます。

毎回、授業の初めに各UnitのCheck Your Vocabularyの中から単
語テストを行います。短期記憶では語彙が定着しないため、単
語テストの範囲を雪だるま式に増やしていきます。例えば、第
一回目のテスト範囲はUnit1ですが、第二回目のテスト範囲は
Unit 1＆2になります。

単語テストの後にWarm up で関連表現を学び、90分でリスニン
グ問題とリーディング問題を効率よく解いていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC　Listening and Reading Testの出題傾向や注意すべき点
について理解し、効率的な学習方法を身に着ける。(知識・理
解)

②短時間で大量の問題を解くスキルを身につける。(技能)

③自主的な発表を評価の一部とすることで、英語コミュニケー
ションに必要な積極性を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】各ユニットCheck Your Vocabularyの問題を解き、単語
テストに備える。（30分）

【復習】リスニング問題のシャドーイングをスクリプトなしで
出来るようになるまで繰り替えす。リーディング問題の知らな
い単語を書き出し、単語帳を作って覚える。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・単語テスト　30%（到達目標①）
・授業への積極的な姿勢10% （到達目標③）
・定期試験 60%　（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Career Opener: Building Test Skills for the TOEIC
L&R Test
[Authors]Akiko Tsuda 他
[ISBN]978-4-269-66045-8
[Publisher]英宝社
[Comments] 2,000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

・高校までの文法書で復習するのが望ましい。
・TOEIC 公式問題集

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・特別な事情がない限り、単語テストの追試は行いませ
ん。
・第一回目からテキストの内容に入ります。授業には必ず
テキストをもってきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Unit 1 Occupations（職業）
2. Unit 2 Job Hunting（就職活動）
3. Unit 3 Working Conditions（職場の労働条件）
4. Unit 4 Office Facilities（オフィス内で使用する事務用品
と備品）
5. Unit 5 Shopping（買い物）
6. Unit 6 Meetings and Conferences（打ち合わせと会議）
7. Unit 7 Technology and SNS（テクノロジーとSNS）
8. Unit 8 Education（学校と教育）
9. Unit 9 Health and Sports（健康とスポーツ）
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 10 Transportation（交通機関）
12. Unit 11 Accommodations（宿泊施設）
13. Unit 12 Restaurant（レストラン）
14. Unit 13 Travel（旅行）
15. Unit 14 Entertainment and Leisure（趣味と娯楽）



2019-SJ00009612-63インターミディエイト・イングリッシュⅡ「C ESP-7」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ドミニック　マリーニ

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English that is useful when taking the TOEIC.

Students will a have many chances to speak English and listen to
English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn about the different parts of the TOEIC.(知識・理
解)

Students will learn useful vocabulary.(知識・理解)

Students will learn how to learn vocabulary.(技能)

Students will learn test-taking skills.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Each week students will spend one hour doing homework and
preparing for the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Quizzes = 50%   (There will be a quiz every week.)
Final test = 50%

The final test will be given during the last class. There is no final
exam during the official exam period. There will also be no
reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Tactics for TOEIC Practice Test 2
[Author(s)] Grant Trew
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-452956-3
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students who are active in class enjoy the class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Class rules and the textbook
2 Parts of Speech
3 Part 1
4 Vocabulary
5 Part 2
6 Situations
7 Part 3
8 Conversations
9 Part 4
10 Placement Test
11 Part 5
12 Reading and Grammar
13 Part 6
14 Part 7
15 Final Test
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團迫　雅彦

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では，TOEICのスコアアップに必要である各パートの
特徴とその攻略法について，頻出問題を解くことで理解するこ
とを目的とする。また，TOEICで使われる基本的な語彙を学習
したり，英文法の基礎事項などもあわせておさえていく。ま
た，確認テストを受けることで，学習内容の定着化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングで大まかな内容が理解できる。(知識・理解)

②語彙・文法が理解できる。(知識・理解)

③時間内に問題を解くことができる。(技能)

④ビジネス文書や英字新聞の記事に興味を持って、主体的に読
むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitのStep 1, 2を予習すること（予習課
題）。（60分）

復習：復習小テスト（語彙・文法・音声問題）の準備をするこ
と。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：10%（到達目標①②③④）
・予習課題：10%（到達目標①②④）
・復習小テスト：10%（到達目標①②③）
・中間試験：20%（到達目標①②③）
・定期試験：50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC Test Pre-Intermediate／
『レベル別TOEIC L&Rテスト実力養成コース：準中級
編』
[Author(s)] 溝口優美子・柳田真知子
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments] テキスト価格　2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の冒頭に復習テストを行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や評価，復習テストと予習課
題についての説明を行う。
2. Unit 1: Travel（旅行に関する表現・名詞）
3. Unit 2: Dining Out（食事に関する表現・形容詞）
4. Unit 3: Media（メディアに関する表現・副詞）
5. Unit 4: Entertainment（エンターテインメントに関する表
現・時制）
6. Unit 5: Purchasing（買い物に関する表現・主語と動詞の
一致）
7. Unit 6: Clients（顧客との取引に関する表現・能動態／受
動態）
8. 中間試験：1～7回目の授業までの内容に関する試験
9. Unit 7: Recruiting（求人に関する表現・動名詞・不定
詞）
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 8: Personnel（人事に関する表現・代名詞）
12. Unit 9: Advertising（広告に関する表現・比較）
13. Unit 10: Meetings（会議に関する表現・前置詞）
14. Unit 11: Finance（予算に関する表現・接続詞）
15. 総まとめ



2019-SJ00009612-65インターミディエイト・イングリッシュⅡ「C C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、インターネットによるE-Learning教材の学習を
通して、日常生活とビジネスで求められる英文読解力・聴解力
を養成します。リーティングと文法のパートでは、英文を正確
に読む力を養います。また、リスニングのパートでは、英語を
正確に聴き取ることに重点をおきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①文法事項に関する知識を踏まえて、英文の意味を解釈するこ
とができる。(技能)

②難しい語句を除けば、読まれた英文を聞いておおよその内容
を把握することができる。(技能)

③難しい語句を除けば、英語で書かれた文章を読んでおおよそ
の内容を把握することができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外の課題として、毎週、教材の指定した範囲を学習し
てもらいます。各課題にはそれぞれ学習期限が設定されている
ので、計画的に学習を進めましょう。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標に挙げた文法力、リスニング力、読解力について、以
下の方法により評価します。
復習テスト：50%（到達目標①・②・③）
授業中の学習状況とコンピュータの学習履歴（指定された範囲
を学習し、期限までに各セッションのテストに合格しているか
どうか）：36%（到達目標①・②・③）
課題（授業中に実施）：14%（到達目標①・③）
このクラスは定期試験期間中に試験は実施しません。よって、
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]Really English
[ISBN]
[Comments]5000円程度。インターネット教材であるために
iSBNはない。前期に購入した教材を継続して使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用は禁止します。また、学習内容とは
無関係のサイトの閲覧も禁止します。

前期とは異なり、後期は初回から授業（インターネットを
使った学習）を行います。受講するうえでの注意点の説明
も行いますので、初回から必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 日常生活１
2 日常生活２
3 日常生活３
4 日常生活４
5 日常生活５
6 社交と対人関係１
7 社交と対人関係２
8 社交と対人関係３
9 社会と政治１
10 プレイスメントテスト
11 社会と政治２
12 自然と環境１
13 自然と環境２
14 復習テスト
15 総復習



2019-SJ00009612-66インターミディエイト・イングリッシュⅡ「C C&O-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　E-learningによるWeb教材を使用して、Grammar, Reading,
Listeningの学習を行います。TOEICなどの試験に役立てること
ができる形式の練習問題を数多くこなすことで、これらの力を
着実に身につけます。　
　Grammarのパートでは、これまでに学習した文法事項を確認
しつつ、理解していない点を自覚し、知識を確実なものにしま
す。また、インターネットと電子メールの発達によって、英語
を読む力がこれまで以上に求められていますので、Readingの
パートでは、日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養
成していきます。Listeningのパートでは、英語を正確に聞き取
ることに重点をおき、英会話で頻出する表現に親しむことで、
TOEIC対策や自然な会話力の養成に繋げます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

e-learningにより、様々な言語使用場面の中で、英語リスニング
能力を身につけることができる。(技能)

e-learningにより、様々な言語使用場面の中で、英語リーディン
グ能力を身につけることができる。(技能)

e-learningにより、様々な言語使用場面の中で、英語グラマー能
力を身につけることができる。(技能)

ICTを活用したe-learningを自らが計画的に進めることができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　最初の授業で配布される進行予定表に従い、PCやモバイル機
器を活用し毎週2レッスン分を授業外でも学習してください
（授業前・後いずれでもよい）。詳しくは最初の授業で説明し
ます。できなかった箇所の復習もしっかりと行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

（１）課題完了（最終テスト前日までに修了することが条
件）：２０％
（２）普段の学習評価 （授業中の課題進行度、定められた課題
を毎週やっているかの評価、小テスト、提出物などを含む）：
３０％
（３）最終テスト：５０％

*このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

総合英語TOEICテスト対策コース 、reallyenglish
（冊子ではありません。オンライン教材なので、IDなど登
録に必要な資料を封筒形式で販売しています。）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

初回授業でe-learningサイトへの登録を行いますので、登録
に必要なID（封筒形式で販売／5000円程度）を必ず購入し
て授業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction　Grammar 1,2
2. Reading 1,2
3. Listening 1,2
4. Grammar 5,6
5. Reading 5,6
6. Listening 5,6
7. Grammar 9,10
8. Reading 9,10
9. Listening 9,10
10. プレイスメントテスト
11.Grammar 13,14
12.Reading 13,14
13.Litening 13,14
14.復習テスト
15.Review



2019-SJ00009613-51インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their reading and writing skills.
Through course readings, students will practice reading for the main
point, then summarizing and paraphrasing.  Students will discuss
readings in small groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will learn how to read difficult English texts(技能)

2 Students will practice finding main points of paragraphs(技能)

3 Students will summarize and paraphrase main points in writing(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on reading a text, preparing for group discussions, or preparing
for an in-class written assignment.  This work will take 2 hours per
week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
32% Summary/Response Papers (8% x 4) (到達目標1,2,3)
18% In-class participation and homework completion (到達目標
1,2,3)
25% Midterm Exam (到達目標1,2,3)
25% Final Exam (到達目標1,2,3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Contemporary Issues for English Writers
[Author] Manuel Senna
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Course introduction; Paragraph introduction
Week 2 Topic: Freeters
Week 3 Topic: Freeters
Week 4 Topic: Freeters; Summary/Response paper #1
Week 5 Topic: Working Poor
Week 6 Topic: Working Poor
Week 7 Topic: Working Poor; Summary/Response paper #2
Week 8 Midterm Exam
Week 9 Topic: Net Café Refugees
Week 10 Topic: Net Café Refugees
Week 11 Topic: Net Café Refugees; Summary/Response paper
#3
Week 12 Topic: Strange Japan
Week 13 Topic: Strange Japan
Week 14 Topic: Strange Japan; Summary/Response paper #4
Week 15 Final Exam



2019-SJ00009613-52インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will write short paragraphs in a variety of
styles. Students will learn how to organize their writing and share
their ideas and writing with other students in the class in each unit.
The unit will end with a paragraph writing exercise. Students will
complete the paragraph for homework and hand it in the next class.
Paragraphs should be handed in week 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 15.
Students will also read short stories in this course. Students will read
for a short time in class and finish their reading outside of class.
Students will write reports about these stories. Reports will be handed
in week 5, 9 and 13.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will learn ways to organize their writing.(知識・理解)

2.　Students will be able to write about simple topics.(技能)

3.　Students will become more confident in writing.(態度・志向性)

4.　Students will be able to understand short stories.(知識・理解)

5.　Students will participate actively in all class　activities.(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to review the textbook each week (30 mins) and
write paragraphs (90 mins). Students will also read short stories
outside of class (90 mins).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in writing and speaking activities in class: 30% （到達
目標 1, 2, 3, 4, 5）
Paragraph writing: 50% （到達目標 1, 2, 3）
Reports: 20% （到達目標 1, 3, 4）

Students will lose homework points for late homework.
Students will lose participation points for being late, absent, sleeping
or using their cell phone.
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Writing from Within 1 Second Edition
[Author(s)]　Curtis Kelly & Arlen Garagliano
[Publisher]　Cambridge
[ISBN]　978-0-521-18827-2
[Comments]　￥2,680

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction to the course
2.Unit 1 Who am I?
3.Unit 1 Who am I　Homework:Paragraph
4.Unit 2 A Place  Homework:Report　
5.Unit 2 A Place  Homework:Paragraph
6.Unit 4 Photos
7.Unit 4 Photos  Homework:Paragraph
8.Unit 7 Thank-you  Homework:Report
9.Unit 7 Thank-you　Homework:Paragraph
10.Unit 8 Movies
11.Unit 8 Movies 　Homework:Paragraph
12.Unit 9 Friends　Homework:Report
13.Unit 9 Friends　Homework:Paragraph
14.Unit 10 Heros　Homework:Paragraph
15.Unit 10 Heros



2019-SJ00009613-53インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C R&W-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will have one or two kinds of homework every week. The first kind of
homework is from the textbook. For this work, students will have to read parts
of the textbook and answer questions. These answers must first be written in
the book, and then entered into the class Internet homepage by 21:00 on the
day before class. The second kind of homework is writing practice. This
writing will usually have to be sent by email or written on the class Internet
homepage by 21:00 the day before class, but some will be written by hand and
given to the teacher in the next class. These two kinds of homework are the
most important part of the class, because students must actively learn and
practice reading and writing if they want to improve. Students will get
feedback from the teacher that they can use when doing future work.

In class, we will review the homework and do more reading and writing
practice. The review will help students understand the important parts of the
textbook. The practice will improve students’ ability to read and write
practical English. These activities will be graded each week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to find and understand key information in practical
English writing.(技能)

2. Students will improve their ability to write practical English̶especially
online writing like emails and forms.(技能)

3. Students will learn how to choose from various kinds of English to
successfully match their English to their communication purpose.(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not
accepted). In addition to completing the reading and writing homework,
students also need to review the textbook. This homework and review will take
at least two hours per week.

Students should ask the teacher (in class or by email) if they need help.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

1. In-class work: 30% (到達目標1, 2, & 3)
2. Textbook homework: 30% (到達目標1)
3. Writing homework: 40% (到達目標2 & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Late homework is not accepted unless a student has a serious emergency and
they explain that emergency to the teacher. If a student has a problem, they
must email the teacher as soon as possible to explain.

Students who are absent without a good reason will get zero points for the in-
class work that day. If a student has an emergency (medical, family problem,
etc.) or if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.),
then they must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). Students
who are absent should email the teacher as soon as possible to explain.

Any student who copies another student on homework or in-class work will get
-5% to their final class grade each time they copy because copying is cheating.
If the person who was copied gave permission to the cheater, that person will
also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Writing for the Real World 1
[Author(s)] 1 Roger Barnard and Dorothy E. Zemach
[Publisher] Oxford University Press
[ISBN] 9780194538145
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Students will have to get an email account (if they don’t
already have one) that they can use to complete homework. Any
email account except for a cell phone email is allowed. Students
will need to get this account immediately (before they do the first
homework assignment).

As an additional reminder: there are no tests in this class. On the
other hand, there is a lot of homework and in-class work that
students must actively do every week. If a student does not keep
up with the work, there will be no chance to “catch-up” at the
end of the semester.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to class, Chapter 1, “Thinking about
writing”
2) Chapter 2, “Introducing”
3) Chapter 3, “Completing forms”
4) Chapter 4, “Thanking”
5) Chapter 4, “Thanking”
6) Chapter 5, “Requesting information”
7) Review 1
8) Chapter 6, “Getting details”
9) Chapter 7, “Inviting and arranging to meet”
10) Chapter 7, “Inviting and arranging to meet”
11) Chapter 10, “Dealing with problems”
12) Chapter 11, “Describing”
13) Chapter 12, “Giving an opinion and recommending”
14) Chapter 13, “Writing about a vacation”
15) Review 2 and 3

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)



2019-SJ00009613-54インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C R&W-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

蒲原　順子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、英語４技能のうち、リーディングとライティ
ングの力を養います。テキストは、日常生活で出会う話題や疑
問を経済学的視点から考察した英文のエッセーを集めたもので
す。例えば「同じ商品でも近所では高値で、少し遠くの繁華街
のお店では低価格で売られている。あなたならどちらで買いま
すか。」といった問いに関する著者の分析と考察が述べられて
います。従って、テキストを通して、内容について深く考察し
たり、著者の考えを批判的に分析したりする思考力が要求され
ますが、これらは、英文読解力の向上を促すことに繋がりま
す。また、英語の文構造理解を促進するための演習として、前
半は英文を語順通りに読んで内容を把握する演習（スラッ
シュ・リーディング）、速読のための演習（CDを聴きながら
目でテキストを追い英文を理解する）などをします。さらに、
音読を通して、単語の発音や英語の音の仕組みについて基本的
な知識も習得します。ライティングは、テキストの各Chapter
のトピックを元にした課題について英文エッセーを書きます。
主にパラグラフ・ライティングの技術を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①テキストにある語彙を習得する。(知識・理解)

②テキストの内容を批判的に読むことができる（論点や考えの
根拠がロジカルであるかどうか、など）(知識・理解)

③英文を語順通りに読む癖をつける。(技能)

④テキストで使われた表現を覚える。(技能)

⑤パラグラフ構成に従って英文を書くことが出来る。(技能)

⑥自主的に学習する態度を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次に学習するテキストの語彙を調べておく。自分でテキ
ストを読んで見る。(40分）
復習：理解できなかった箇所を精読する。音読シート（配布）
を音読する。(40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は下記の方法と割合により評価する。

・平常点 10％（到達目標⑥）
・小テスト20%(到達目標①④）
・課題20%(到達目標⑤）
・定期試験：50%（到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Econosense
[Author(s)]Paul Stapleton
[Publisher]CENGAGE Learning
[ISBN]978-4-86312
[Comments]￥1700

◎－－－　参考書　－－－◎

・内容理解の補助となる日本語/英語の資料を適宜配布し
ます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・Chapterごとに単語と英作文（テキストにある表現）のテ
ストを受けます。
・ライティングは各Chapter ごとに書きますが、授業で完
成しない場合は宿題になることがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、成績評価について
など。小テスト。
2. Chapter 1 Economics and Human Nature 経済と人間の性
質 ：内容読解、スラッシュ・リーディングの基本的な概
念を学ぶ、パラグラフライティングの英文構成について学
ぶ。
3.Chapter 2  Day-Care Center in Israel イスラエルのデイケア
センター ：内容読解、スラッシュ・リーディング、
ショートエッセイを書く。
4. Chapter 3 Tipping チップ ：内容読解、スラッシュ・リー
ディング、ショートエッセイを書く。
5. Chapter 4 Coffeeコーヒー：内容読解、スラッシュ・リー
ディング、ショートエッセイを書く。
6. Chapter 5 Convenience Store コンビ二エンス・ストア ：内
容読解、アイ・シャドーイング、ショートエッセイを書
く。
7. Chapter 6  Luxuary Products 高級品 ：内容読解、アイ・
シャドーイング、速音読、ショートエッセイを書く。
8. Chapter 7  Women and Men's  男性の価値、女性の価値：
内容読解、オーバーラップ、速音読、ショートエッセイを
書。
9. Chapter 8 Cheap Cigarettes and Used Car in Japan 日本の安
いタバコと中古車：内容読解、オーバーラップ、速音読、
ショートエッセイを書く。
10. Chapter 9 Christmas Music and the Peacock's Tail クリスマ
ス音楽と孔雀の尻尾の経済理論：内容読解、オーバーラッ
プ、速音読、ショートエッセイを書く。
11. Chapter 10 MIneral Water ミネラルウォーター ：内容読
解、 長文エッセイを書く。
12. Chapter 11 Nothing is for Free タダのものはない：内容読
解、長文エッセイを書く。
13.Chapter 12  Location Matters 場所が問題だ ：内容読解、
長文エッセイを書く。
14. Chapter 15 Randomness and Perseverance 偶然性と忍耐 内
容読解、長文エッセイを書く。
15. まとめ。自己フィードバック



2019-SJ00009613-55インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C R&W-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、文化や習慣の違いなどの身近なトピックから、社
会的トピックに関する英文(400̃800 words)を通して、読解力の
基礎を身につけます。パラグラフごとの内容を理解し、要点と
なる大切な情報を整理しながら読み進める訓練を行います。ま
た、パラグラフ間の関係や構成にも着目し、文章全体の流れを
ライティング活動を通して再確認することで、論理的文章や思
考の組み立て方を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 400語から800語程度の現代の標準的な英文を読解できる。
(技能)

(2) 基礎的な英文法を理解し、英語の語彙や表現方法の知識を
身に着ける。(知識・理解)

(3) 授業内外で英語学習に取り組むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・小テストの準備 (30分)
・指定された教科書の範囲の予習（60分）
※予習内容をもとにペアワークを行います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

参加状況（ペアワークへの積極的参加、課題提出など）：30％
［到達目標(3)］
小テスト：20％［到達目標 (1), (2), (3)］
最終試験：50％［到達目標(1), (2)］

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Reading Choice
[Author(s)] Miwako Yamashina他
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-1-285-19749-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が多いと授業への参加状況（積極的発表等）が評価で
きないので、単位の習得が難しくなる場合があります。ま
た、授業では頻繁にペアでの活動を行うため、それらへの
積極的な参加が求められます。辞書必携。携帯電話の使用
不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
2. Ch. 1: A Cultural Difference
3. Ch. 2: Changing Lifestyles and New Eating Habits
4. Ch. 3: Technology Competes for Family Time
5. Ch. 4: Language
6. Ch. 5: Loneliness
7. Ch. 6: The Importance of Grandmothers
8. Ch. 7: The Reliability of Eyewitnesses
9. Ch. 8: Innocent until Proven Guilty
10. Ch. 9: Solving Crimes with Modern Technology
11. Ch. 10: Ancient Artifacts and Ancient Air
12. Ch. 11: Medical Technology
13. Ch. 12: Mars Our Neighbor in Space
14. 最終試験
15．まとめ
※必要に応じて調整することがあります。



2019-SJ00009613-56インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C R&W-6」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、特にリーディングおよびライティングに重点を置
きながら、英語の総合的技能を養います。リーディングにおい
ては英語の論理的な文章構造を理解することから始め、多種多
様な文章を読むことで母語を介さず大意と主旨を掴めるような
訓練をします。受講生それぞれが効果的なリーディング方法を
自律的に身につけることを目的とします。ライティングは容易
な描写から始め、センテンスからパラグラフが書けるように段
階的に学びます。授業では広範な事象を多角的に捉える力を育
む目的で、補強教材としてオンライン教材（ウェブサイト文章
や映像、画像）をふんだんに取り入れます。授業中はペアワー
ク・グループワークを通して受講生自らが考え、分析し、解決
策を見出すという能動的な学びを実践します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を英語の語順通りに読んで大意を掴むことが出来る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：リスニング、文章の一読、知らない単語の推測＋辞書で
の確認（30min)
復習：レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの
学習)（20min)
毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開しているの
で各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%　（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ソロ・ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30%  （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] WORLD ENGLISH 2 (Second Edition)
         Combo Split 2A
[Author(s)] Kristing L.Johannsen and Rebecca Tarver Chase
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-1-305-08947-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ず講師のウェブサイト上で確
認の上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1: Food From the Earth (A) (B)
3: Unit 1: Food From the Earth (C) (D)
4: Unit 1: Food From the Earth (Adjustments)
5: Unit 2: Express Yourself (A) (B)
6: Unit 2: Express Yourself (C) (D)
7: Review + Project 1
8: Unit 3: Cities (A) (B)
9: Unit 3: Cities (C) (D)
10: Unit 4: The Body (A) (B)
11: Unit 4: The Body (C) (D)
12: Unit 5: Challenges (A) (B)
13: Unit 5: Challenges (C) (D)
14: Review + Project 2
15: Term Test



2019-SJ00009613-57インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice TOEIC and other test taking skills
(IELTS;TOEFL).
Students will complete activities related to the 4 skills of listening, speaking,
reading and writing.
Students will complete weekly homework and study for weekly mini-tests.
A mid-term test in Week 7, and a final test in Week 15
While test taking practise will focus on listening and reading, the class will also
involve speaking and writing activities.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn to identify different types of questions and distractors in
multiple choice tests.
(知識・理解)

2. Students will learn test-taking strategies to maximise scores in tests such as
TOEIC / IELTS / TOEFL. (技能)

3. Vocabulary knowledge will improve.(知識・理解)

4. Reading skills for multiple choice reading sections of tests will improve.(技
能)

5. Listening skills for multiple choice listening sections of tests will improve. (技
能)

6. Writing skills will improve, aiding reading comprehension.(技能)

7. Speaking skills will improve, aiding listening comprehension.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/interview,
journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します
20% - Classwork and Activities (到達目標1,2,3,4,5,6,7)
20% - Reading, Writing and Vocabulary Homework (到達目標1,3,4,5,6)
20% - Listening and Speaking Homework (到達目標6,7)
20% - Midterm TOEIC Bridge Test (到達目標1,2,3,4,5)
20% - Final TOEIC Bridge Test (到達目標1,2,3,4,5)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class;
for checking phone during class; for not concentrating during class; for speaking
Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with teacher’s
instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will effect
your overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given
by the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Intermediate Course for the TOEIC Bridge® Test／中級
TOEIC Bridge® Test 集中コース(別冊Practice Test付き)
[Author(s)] Alex Cameron／Eric J. Miller／Jeffrey Stewart／
Simon Wilkins／大薗修一／川嶋真由美／保家信太郎／與古
光 宏
[Publisher] Shohakusha Publishing
[ISBN] 978-4-88198-692-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 - Introduction; Course information; Unit 1 Activities /
Grammar and Writing Activities
2 - Unit 2 Activities 2 / Homework 1 / Grammar and Writing
Activities
3 - Unit 3 Dining Out 1 / Homework 2 / Grammar and Writing
Activities
4 - Unit 4 Dining Out 2  / Homework 3 / Grammar and Writing
Activities
5 - Unit 5 Entertainment 1 / Homework 4 / Grammar and Writing
Activities
6 - Unit 6 Entertainment 2 / Homework 5 / Grammar and Writing
Activities
7 - Mid-Term Test
8 - Unit 7 At Home 1 +  Unit 8 At Home 2 / Homework 6 /
Grammar and Writing Activities
9 - Unit 9 At Work 1 / Homework 7 / Grammar and Writing
Activities
10 - Unit 10 At Work 2 / Homework 8 / Grammar and Writing
Activities
11 - Unit 11 At Work 3 / Homework 9 / Grammar and Writing
Activities
12 - Unit 12 Travel 1 / Homework 10 / Grammar and Writing
Activities
13 - Unit 13 Travel 2 / Homework 11 / Grammar and Writing
Activities
14 - Unit 14 College Life 1 +  Unit 15 College Life 2 /
Homework 12 / Grammar and Writing Activities
15 - Final Test / Final submission of homework portfolios



2019-SJ00009613-58インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will learn and practice skills to prepare for
tests such as TOEIC or TOEIC Bridge. We will not work on TOEIC
skills only: a main focus of the course will be on vocabulary study.
Homework for this class will be vocabulary practice. In most lessons
there will be a vocabulary quiz to test whether students are effectively
using vocabulary learning strategies.
There will be a mid-term TOEIC-style test in week 8, and a week 15
test.
There is no attendance requirement for this course. However, weekly
vocabulary tests will be given at the start of each lesson, so on-time
attendance is necessary. Much of the lesson time will be spent on
TOEIC test-taking strategy instruction, which will be to students’
benefit in the mid-term test and final test. Actively participating in
class-time activities is strongly recommended.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒はTOEICやTOEIC Bridgeなどのテストに役立つテスト用
の英語スキルを学びます。(技能)

2. 生徒は効果的な語彙学習戦略を実践します。(技能)

3. 生徒は数多くの単語の意味を学びます。140単語以上がテス
トされます。さらに他の単語も解説、デモンストレーションさ
れます。(知識・理解)

4. 生徒はTOEICテスト問題の傾向を学び、テスト内の各セク
ションの引っかけ問題を対処する方法を学びます。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to produce vocabulary study tools, and use them
effectively. These materials must be submitted as part of the
assessment. Students will benefit from studying the vocabulary during
the week in their own time. (30 minutes)
Before the week 8 and week 15 tests, students should review the
content of the textbook (30 minutes). However, the test questions will
NOT come from the textbook.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly vocabulary tests and textbook tests: 40% (到達目標1, 2, 3, 4)
Vocabulary-learning tools checks: 10% (到達目標2, 3)
Midterm TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)
Week 15 TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Next Step to the TOEIC Test
[Author(s)] Yasunami Seisuke & Richard S. Lavin
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 978-4-255-15582-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

You must bring your vocabulary learning materials, your
textbook, a dictionary, and pens/pencils to class.
If you are absent or late for a weekly vocabulary quiz, there is no
opportunity to take that quiz at a later date. You must be in the
classroom when the class starts.
Vocabulary learning materials must be submitted for two of the
three checks. They must be given on time. Late submissions will
not be accepted.
If you are absent for either the week #8 test or the week #15 test,
you must contact the teacher to organise a make-up test.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction and Vocabulary Learning
2- Unit 1: Campus Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4.
3- Unit 2: Student Life. Vocabulary, TOEIC parts 4, 5.
Vocabulary-learning tools check #1. Vocabulary test 1.
4- Unit 3: Eating and Drinking. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 7. Vocabulary test 2.
5- Unit 4: Shopping. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 3.
6- Unit 5: Health. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 4.
7 - Unit 6: Business Situations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4 , 5, 7. Vocabulary-learning tools check #2. Vocabulary test 5.
8- Mid-term test
9- Unit 7: Daily Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary test 6.
10- Unit 8: Post Offices and Banks. Vocabulary, TOEIC parts 1,
2, 3, 4, 7. Vocabulary test 7.
11- Unit 9: Entertainment. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 8.
12- Unit 10: Trips and Vacations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2,
3, 4, 7. Vocabulary test 9.
13- Unit 11: Meetings. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary-learning tools last-chance check. Vocabulary test 10.
14- Unit 14: Communications. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 5, 7.
15- Week 15 test



2019-SJ00009613-59インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パートを解
き対策を学ぶと共に、問題文の精読と聴き取りを解説を挟みな
がら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向上を
目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重要語
彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットの単語リストから小テストを行
うので、復習してくること。
・次週のユニットの単語リストや取り上げられている文法項目
を予習してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験およびリスニングテスト、小テスト、授業中の質疑応
答などから、以下の割合を目安として総合的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential Approach for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] N. Osuka, H. Tsukano, A. Yamamoto,  and R. Van
Benthuysen
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 978-4-7919-7189-3
[Comments]2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1　名詞＆代名詞
3. unit 2  形容詞＆冠詞
4. unit 3  副詞
5. unit 4  比較
6. unit 5  動詞＆時制
7. unit 6  未来表現など
8. unit 7  主語と動詞の呼応、時制の一致
9. unit 8  能動態＆受動態
10. unit 9   不定詞＆動名詞
11. unit 10  分詞
12. unit 11  助動詞
13. unit 12  接続詞
14. unit 13  関係代名詞＆関係副詞
15. リスニングテスト
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大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業で使用する以下のテキストは、TOEIC Listening and
Readingテストのスコア500点を目指す英語学習者を対象に作成
されています。無駄なく無理なく英語力を伸ばし、スコアアッ
プにつなげるための教材です。そのため、英語基礎力の養成に
重点を置きながら、同時に実際のコミュニケーションの場面で
必要となるリスニング能力とスピーキング能力特に発音力を磨
きます。また、本テキストにはCheckLinkという解答・自動採
点機能が装備されていますので、授業中だけでなく課外でもPC
やスマホを用いて個人学習・自律学習することが可能です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の基礎的な語彙・文法・用法を修得する(知識・理解)

②生の英語の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができるよう
になる(技能)

③英文の内容を正確に早く読んで、理解できるようになる(技
能)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に学習に取り組むこ
とができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの当該箇所に出てくる未知語の意味を下調べし
て置いてください。（30分）
復習：CheckLinkをフル活用して、授業中正解できなかった設
問に何度もトライし直してください。(60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：25％（到達目標①②③④）
・Review Quiz：15％（到達目標①）
・復習テスト：60％（到達目標①②③）

このクラスは定期試験期間中には試験を実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Score Booster for the TOEIC L&R Test:Pre-
Intermediate
[Author(s)]　溝口　優美子 他
[Publisher]　金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments]　テキスト価格　￥2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業を欠席すると平常点の評価ができないため、単位取
得が難しくなる場合があります。病気で欠席する場合には
病院からの領収書、クラブ活動その他の理由で欠席する場
合にはそれに応じた証明書を提出してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. はじめに、Travel
2. Travel
3. Review Quiz、Dining Out
4. Dining Out
5. Review Quis、Entertainment
6. Entertainment
7. Reviw Quiz、Purchasing
8. Purchasing
9. Review Quiz、Advertising
10. Advertising
11. Reiew Quiz、Meetings
12. Meetings
13. Review Quiz、Daily Life
14. Daily Life、まとめと質疑応答
15. 復習テスト



2019-SJ00009613-61インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C ESP-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICに頻出のテーマに沿って問題演習をを行います。TOEIC
形式の問題に慣れるとともに、スコアアップにつながるテク
ニックも身につけます。単に問題を解くのではなく、毎回の授
業では、実践的なリスニング・リーディング演習を繰り返すこ
とで、スコアアップに向けた能力の向上を目指します。また毎
回、前回の授業内容に基づいた確認テストを行うことで、学習
内容を確実に定着させます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、ビジネスメール等、様々な素材を読解
し、聞き取る訓練を通し、英語特有の表現を着実に身に着け
る。毎回の訓練によって、様々な状況下で適切な英語表現を使
い分け、英語を意思発信の「ツール」として自由に使用できる
ようになることを目標とする。(技能)
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎回、前の週で学んだ頻出語句＆フレーズの小テストを行う
ので、必ず復習をして授業に臨むこと（60分）。
・本授業では、動画教材を多用する。各授業の後は、指示の
あったサイトにリンクし、各自自宅で復習をすること（30
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：30％（本授業は、ペアワークやグループワークが中心
となります。グループワークが円滑に進められている場合は、
その姿勢を高く評価します。）
小テスト：20％（合計10回。TOEICで頻出の語彙・フレーズを
毎回20word程度、出題します。毎回の小テストは、10点満点
で、そのうち7点以上で合格とします。6点以下だと成績に反映
されません。）
クラス内テスト：50％（リスニング25％、リーディング25％）

※尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
※遅刻や居眠り、スマートフォンの使用、授業とは関係のない
私語は平常点から減点します。
※授業を欠席すると平常点（小テスト、発表等）の評価ができ
ないため、単位取得が難しくなる場合があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Step-Up Skills for the TOEIC Listening and Reading Test
[Author(s)]Yasuyuki Kitao, Hrumi Nishida, Shiho Hayashi,
Brian Covert
[Publisher]Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15595-1
[Comments]テキスト価格1700円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
授業の進行具合によっては、授業内容を一部修正する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:授業の進め方や成績評価方法などの説明をし
ます。必ず出席してください。

2. Reading&Listening 演習①、Eating Out

3. Reading&Listening 演習②、Travel
　
4. Reading&Listening 演習③　Amusement

5. Reading&Listening 演習④、Meetings

6. Reading&Listening 演習⑤、Personnel

7. Reading&Listening 演習⑥、Shopping

8. Reading&Listening 演習⑦、Advertisement

9. Reading&Listening 演習⑧、Daily Life

10.Reading&Listening 演習⑨、Office Work

11.Reading&Listening 演習⑩、Business

12.Reading&Listening 演習⑪、Traffic

13.後期の復習

14.クラス内テスト（Listening&Reading）

15.クラス内テストの返却・解説と後期の総まとめ
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ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for tests
such as TOEIC or TOEFL. There will be homework each week,
including vocabulary review and review of lesson content. There will
be quizzes each week to review each week's homework. There will be
a test in Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop listening and reading fluency with language
needed for tests such as TOEIC and TOEFL.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 45%
Review test 40%
Homework and class participation 15%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Text] Communication Spotlight Intermediate
[Author] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 978-1-896942-67-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Reading 1: Language learning; Listening: Looking over the
course.
3. Reading 2: Job satisfaction; Listening: Describing jobs.
4. Reading 3: Inventions; Listening: Identifying objects.
5. Reading 4: Personality; Listening: Describing people.
6. Reading 5: Growing up; Listening: Childhoods.
7. Reading 6: Disasters; Listening: Describing accidents.
8. Reading 7: Price bubbles; Listening: Numbers and prices.
9. Reading 8: Passports; Listening: Following directions.
10. Reading 9: Gentrification; Listening: Describing places.
11. Reading 10: Information technology; Listening: Technology.
12. Reading: Review; Listening: School subjects.
13. Reading: Review; Listening: Higher Education
14. Review and practice test.
15. Review test (40%).
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石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]LIGHTING UP THE TOEIC TEST
[Author(s)]植木美千子他
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4025-9
[Comments]テキストに加え自作ハンドアウトを配布する事
がある

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Unit 1: Traveling (wh疑問文)

3. Unit 2: Daily Life & Shopping (呼応の理解)

4. Unit 3: At Restaurant (級)

5. Unit 4: Job Hunting 1 (関係代名詞・分詞)

6. Unit 4: Job Hunting 2 (関係代名詞・分詞)

7. Unit 5: At the Office 1 (オフィス内の会話)

8. Unit 6: At the Office 2 (名詞の可算・不可算)

9. Unit 8: Doing Business Online (仮定法)

10. Unit 9: Housing (前置詞)

11. Unit 10: Making Deals & Contracts (動名詞・不定詞)

12. Unit 11: Public Service (接続詞)

13. Unit 12: Banking & Finance (形容詞・副詞)

14. Unit 13: At Seminars & Workshops (文脈の捉え方)

15. Unit 14: News & Media (時制)

※Unit 7はReview Testのため、授業中には実施しません



2019-SJ00009613-64インターミディエイト・イングリッシュⅢ「C ESP-8」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICは今や就職やキャリアアップの際に避けては通れない
検定試験の一つとなりました。受講者の皆さんの目的は「英語
力をつけたい」、「就職を有利にしたい」など様々だと思いま
すが、TOEICのスコアアップという共通の目標に向かって、で
きるだけ効率的に授業を展開していきたいと思います。TOEIC
のスコアアップには基本となる英語力はもちろんのこと、
TOEICに独特の形式に対応できるテクニックを身につけること
も重要です。マニュアルやテクニックというと響きは悪いです
が、少しでも短時間で要領よく解答できるようになるためには
欠かせない技術です。本授業ではそうしたTOEICに特有なパ
ターンを「ターゲット」や「解法のポイント」としてまとめて
あるテキストを使用し、毎回違う文法項目に焦点を当てて学ん
でいきますので、毎回の授業内容をきちんと定着していくこと
によって、短期間でもスコアアップは十分期待できます。
　本授業では予習よりもむしろ復習を重要視します。あらかじ
め問題を解いてくる必要はありませんが、必ず前回の授業で
扱った内容を復習してきてください。毎回、授業の初めに復習
テストを実施し、学習内容の徹底を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のリスニングの基礎力を身に付けることができる。(技
能)

②英語のグラマーの基礎力を身に付けることができる(知識・
理解)

③授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

④TOEICに独特の形式に対応できるテクニックを身に付けるこ
とができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習よりもむしろ復習に力を注ぎ、次週までに習った表現、単
語等の復習を徹底しておくことが重要です。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

日頃の学習への取り組み及び試験による評価

・授業態度などを含む学習状況　　２０％(①②③④を基準と
して評価)
・課題提出状況　　　　　 　　　 ２０％(①②③④を基準とし
て評価)
・定期試験　　　　　　　　　　　６０％(②④を基準として
評価)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Perfect Practice for the TOEIC L&R Test-Revised
version-
[Author(s)]石井 隆之
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN]978-4-7919-3419-5

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じ、授業中にお知らせします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には辞書を持参のこと。授業中の私語、携帯使用は厳
禁です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Studying Abroad
2.International Conference
3.Holidays
4.Leisure
5.Restaurant
6.Online Shopping
7.Global Warming
8.Websites
9.Workplace
10.Nursing Care
11.Global Trading
12.Eco-Friendly Economy
13.Business Trips
14.Hybrid Cars
15.総まとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class. There will be homework for students
to complete each week. Homework will include speaking practice and
review of lesson content. There will be three tests during the course.
There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English for at least 10
minutes by the end of the semester.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English（30　minutes). In
addition, students should review vocabulary which has been taught in
class (30 minutes). In addition, before each test, students should
review their homework and the content of the textbook (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Participation 20%
Homework 25%
In-class tests 40%
Final Speaking Assessment 15%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New English Upgrade 1 Student Book
[Author(s)]Steven Gershon and Chris Mares
[Publisher]Macmillan
[ISBN]9784777362097
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, a dictionary, paper and pen to every
class. You should check your class blog every week. The blog
address will be given at the beginning of the semester. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.

The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction and course outline
Week 2 Recorded speaking 1
Week 3 Unit 1 Nice to meet you (Asking about names).
Homework 1
Week 4 Unit 2 Family feelings (Showing you are listening).
Homework 2
Week 5 Test 1. Unit 3 In the neighbourhood (Returning a
question). Homework 3
Week 6 Unit 4 My style, your style (Conversation opener and
showing agreement and conversation closer). Homework 4
Week 7 Unit 5. What’s your schedule? Homework 5.
Week 8. Test 2 Unit 6
Week 9 Unit 7 Past times, fast times (Asking for news).
Week 10 Unit 8 The things we eat (Responding to thanks).
Homework 6
Week 11 Unit 9 Getting away (Showing uncertainty).
Week 12 Test 3. Unit 10 The media and me (Asking for
permission). Homework 7
Week 13 Unit 11 Hopes and dreams (Saying goodbye).
Homework 8
Week 14 Unit 12 Review and final assessment
Week 15 Final assessment
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student skills in
reading, writing, listening, and speaking.

Students will learn to communicate about various daily topics.

Students will learn to communicate about world issues.

Students will learn about the importance of emotion and gestures in
communication.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Class participation ( 20%)
Weekly listening, reading, writing, and speaking activities (40%)
2 speaking projects ( 40%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Only I.C.
[Author(s)] C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Unit: The English World. Speaking.
2. Sports. Reading. Speaking.
3. Transportation. Reading, writing, speaking.
4. Unit: Wonders. Reading. Speaking.
5. Project theme and Preparation.
6. Project preparation, corrections, editing.
7. Presentations.
8. Unit: Aral Sea. Speaking.
9. Unit: Health and Beauty. Money. Speaking.
10. Unit: countries and travel. Speaking.
11. Unit: Events. Explaining cultural phenomenons and
practices. Speaking.
12. Unit: Resolutions. Speaking.
13. Project preparation. Corrections, editing.
14. Preparation and editing.
15. Final presentations.
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとライティングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、様々な素材
を読解し、書く訓練を通し、英語特有の表現を着実に身に着け
る。毎回の訓練によって、様々な状況下（ビジネス、職場での
やりとり、論文作成等）で適切な英語表現を使い分け、英語を
意思発信の「ツール」として自由に使用できるようになること
を目標とする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、小テストを行うので、指示のあった箇所の復習を各自で
必ず行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（本授業は、グループワークが中心となりま
す。グループワークが円滑に進められている場合は、その姿勢
を高く評価します。）
小テスト20％　（合計10回。ディクテーションやショートエッ
セイなど、授業で扱った素材からの出題です。事前に指示しま
すので、授業終了後、各自必ず自宅学習をして臨むこと。）
クラス内テスト40％　（Reading 20%, Dictation 20%）

※尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
※授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価が
できないため、単位取得が難しくなる場合があります。
※授業中には、教員が教室を巡回します。遅刻や居眠り、ス
マートフォンの使用、授業とは関係のない私語等を発見した場
合は、平常点から減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. ニュースの英語
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能のうち、特にリーディングとライティングの能力
を強化します。読む者の心の糧となるようなエッセイで、約
300語程度でまとめられた英文です。TOEICのリーディングの
パートは全体で約7,000語から構成されていて、所要時間内に読
みこなすには150wpmの読解速度が必要となります。wpmは
words per minuteの略で、1分間に何語の英語を読めるかという
読解速度の単位です。とすると、300語の英文であれば、大体2
分で読めなくてはなりません。読解速度を向上させるために
は、音読トレーニングが欠かせません。英文中の語句を目で見
て、脳からその音と意味を即座に引き出すには、音読トレーニ
ング以外に方法はありません。よって、授業では各自のパソコ
ンに音声ファイルをダウンロードして、様々な音読トレーニン
グを行います。そうすることで、インプットをインテイクまで
深め、アウトプットにつなげていきます。つまり、音読トレー
ニングを通じて身に付けた表現を書くというアウトプットに結
びつけるわけです。そうすることで、比較的スムーズに英語を
書くことが可能になります。また、時には授業の内外で、課題
として各チャプター毎のテーマに沿った短い英文をワード文書
で作成をし、提出してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①基本的な英語の語彙と文法知識を身につける。(知識・理解)

②音読トレーニングを通して英文を早く読み解くことができる
ようになる。(技能)

③インプットした英語表現を元にスムーズに英語が書くことが
できる。(技能)

④自律的な英語学習者として積極的に学習に取り組むことがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回学習するChapterの英文を読んで、知らない単語など
を調べておく（45分）
復習：授業だけでは不足しがちな音読トレーニングを補完する
（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：20％（到達目標①②③④）
・復習小テスト：20％（到達目標①③）
・最終テスト：60％（到達目標①③）

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Read Well, Write Better
[Author(s)]　Joan McConnell他
[Publisher]　成美堂
[ISBN]　9784791947874
[Comments]　テキスト価格　￥2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

何らかの正当な理由で授業を欠席した場合は、すみやかに
証明書類を提出してください。尚、無断で5回以上欠席を
すれば、単位修得ができなくなる場合がありますので、注
意が必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．Introduction＆Chapter 1
2．Chapter 1
3．Chapter 1復習小テスト＆Chapter 3
4．Chapter 3
5．Chapter 3復習小テスト＆Chapter 6
6．Chapter 6
7．Chapter 6復習小テスト＆Chapter 7
8．Chapter 7
9．Chapter 7復習小テスト＆Chapter 9
10．Chapter 9
11．Chapter 9復習小テスト＆Chapter 13
12．Chapter 13
13．Chapter 13復習小テスト＆Chapter 14
14．Chapter 14＆まとめと復習
15．最終テスト
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in reading and writing.
Students have to participate in class and group activities. If students
do not participate, it will not only be unfair on others, but it will be
very difficult for you to pass the course.
During the semester, there will be a number of quizzes to review the
material covered in class. The scores from the quizzes will be a
component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is important.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have studied in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will study about English writing layout. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

2. Students will improve English sentence construction. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

3. Students learn how to express themselves in various topics. (skills)
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
In Class Final Exam: 30%
Class Quizzes: 25%
Homework: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write (Second Edition)
[Author(s)]David Moore and David Barker
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-47-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment.
2. Basic English Writing Methods
3. Basic English Writing Methods, Part 2
4. Basic English Writing Methods, Part 3
5. Quiz: Writing Methods/Topic 1: Intoductions
6. Topic 2: Family
7. Topic 3: School Life
8. Topic 4: Friends
9. Written Test 1
10. Topic 5: Free Time
11. Topic 6: Memories
12. Topic 7: Travel
13. Written Test 2
14. Topic 8: Future
15. In Class Exam
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their reading and writing skills.
Through course readings, students will practice reading for the main
point, then summarizing and paraphrasing.  Students will discuss
readings in small groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will learn how to read difficult English texts(技能)

2 Students will practice finding main points of paragraphs(技能)

3 Students will summarize and paraphrase main points in writing(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on reading a text, preparing for group discussions, or preparing
for an in-class written assignment.  This work will take 2 hours per
week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
32% Summary/Response Papers (8% x 4) (到達目標1,2,3)
18% In-class participation and homework completion (到達目標
1,2,3)
25% Midterm Exam (到達目標1,2,3)
25% Final Exam (到達目標1,2,3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Contemporary Issues for English Writers
[Author] Manuel Senna
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Course introduction; Paragraph introduction
Week 2 Topic: Freeters
Week 3 Topic: Freeters
Week 4 Topic: Freeters; Summary/Response paper #1
Week 5 Topic: Working Poor
Week 6 Topic: Working Poor
Week 7 Topic: Working Poor; Summary/Response paper #2
Week 8 Midterm Exam
Week 9 Topic: Net Café Refugees
Week 10 Topic: Net Café Refugees
Week 11 Topic: Net Café Refugees; Summary/Response paper
#3
Week 12 Topic: Strange Japan
Week 13 Topic: Strange Japan
Week 14 Topic: Strange Japan; Summary/Response paper #4
Week 15 Final Exam
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マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will write short paragraphs in a variety of
styles. Students will learn how to organize their writing and share
their ideas and writing with other students in the class in each unit.
The unit will end with a paragraph writing exercise. Students will
complete the paragraph for homework and hand it in the next class.
Paragraphs should be handed in week 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 15.
Students will also read short stories in this course. Students will read
for a short time in class and finish their reading outside of class.
Students will write reports about these stories. Reports will be handed
in week 5, 9 and 13.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will learn ways to organize their writing.(知識・理解)

2.　Students will be able to write about simple topics.(技能)

3.　Students will become more confident in writing.(態度・志向性)

4.　Students will be able to understand short stories.(知識・理解)

5.　Students will participate actively in all class　activities.(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to review the textbook each week (30 mins) and
write paragraphs (90 mins). Students will also read short stories
outside of class (90 mins).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in writing and speaking activities in class: 30% （到達
目標 1, 2, 3, 4, 5）
Paragraph writing: 50% （到達目標 1, 2, 3）
Reports: 20% （到達目標 1, 3, 4）

Students will lose homework points for late homework.
Students will lose participation points for being late, absent, sleeping
or using their cell phone.
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Writing from Within 1 Second Edition
[Author(s)]　Curtis Kelly & Arlen Garagliano
[Publisher]　Cambridge
[ISBN]　978-0-521-18827-2
[Comments]　￥2,680

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction to the course
2.Unit 1 Who am I?
3.Unit 1 Who am I　Homework:Paragraph
4.Unit 2 A Place  Homework:Report　
5.Unit 2 A Place  Homework:Paragraph
6.Unit 4 Photos
7.Unit 4 Photos  Homework:Paragraph
8.Unit 7 Thank-you  Homework:Report
9.Unit 7 Thank-you　Homework:Paragraph
10.Unit 8 Movies
11.Unit 8 Movies 　Homework:Paragraph
12.Unit 9 Friends　Homework:Report
13.Unit 9 Friends　Homework:Paragraph
14.Unit 10 Heros　Homework:Paragraph
15.Unit 10 Heros
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ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will have one or two kinds of homework every week. The first kind of
homework is from the textbook. For this work, students will have to read parts
of the textbook and answer questions. These answers must first be written in
the book, and then entered into the class Internet homepage by 21:00 on the
day before class. The second kind of homework is writing practice. This
writing will usually have to be sent by email or written on the class Internet
homepage by 21:00 the day before class, but some will be written by hand and
given to the teacher in the next class. These two kinds of homework are the
most important part of the class, because students must actively learn and
practice reading and writing if they want to improve. Students will get
feedback from the teacher that they can use when doing future work.

In class, we will review the homework and do more reading and writing
practice. The review will help students understand the important parts of the
textbook. The practice will improve students’ ability to read and write
practical English. These activities will be graded each week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to find and understand key information in practical
English writing.(技能)

2. Students will improve their ability to write practical English̶especially
online writing like emails and forms.(技能)

3. Students will learn how to choose from various kinds of English to
successfully match their English to their communication purpose.(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not
accepted). In addition to completing the reading and writing homework,
students also need to review the textbook. This homework and review will take
at least two hours per week.

Students should ask the teacher (in class or by email) if they need help.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

1. In-class work: 30% (到達目標1, 2, & 3)
2. Textbook homework: 30% (到達目標1)
3. Writing homework: 40% (到達目標2 & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Late homework is not accepted unless a student has a serious emergency and
they explain that emergency to the teacher. If a student has a problem, they
must email the teacher as soon as possible to explain.

Students who are absent without a good reason will get zero points for the in-
class work that day. If a student has an emergency (medical, family problem,
etc.) or if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.),
then they must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). Students
who are absent should email the teacher as soon as possible to explain.

Any student who copies another student on homework or in-class work will get
-5% to their final class grade each time they copy because copying is cheating.
If the person who was copied gave permission to the cheater, that person will
also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Writing for the Real World 1
[Author(s)] 1 Roger Barnard and Dorothy E. Zemach
[Publisher] Oxford University Press
[ISBN] 9780194538145
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Students will have to get an email account (if they don’t
already have one) that they can use to complete homework. Any
email account except for a cell phone email is allowed. Students
will need to get this account immediately (before they do the first
homework assignment).

As an additional reminder: there are no tests in this class. On the
other hand, there is a lot of homework and in-class work that
students must actively do every week. If a student does not keep
up with the work, there will be no chance to “catch-up” at the
end of the semester.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to class, Chapter 1, “Thinking about
writing”
2) Chapter 2, “Introducing”
3) Chapter 3, “Completing forms”
4) Chapter 4, “Thanking”
5) Chapter 4, “Thanking”
6) Chapter 5, “Requesting information”
7) Review 1
8) Chapter 6, “Getting details”
9) Chapter 7, “Inviting and arranging to meet”
10) Chapter 7, “Inviting and arranging to meet”
11) Chapter 10, “Dealing with problems”
12) Chapter 11, “Describing”
13) Chapter 12, “Giving an opinion and recommending”
14) Chapter 13, “Writing about a vacation”
15) Review 2 and 3

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICに頻出する問題の演習および解説を行
う。TOEIC形式の問題に慣れるとともに、頻出語彙の習得や文
法事項の復習も各ユニットで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC600点が取得できる程度の語句や文法事項を身につけ
る。(知識・理解)

②TOEIC600点が取得できる程度の英文を読み解く・聞き取る
ことができる。(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのWarm Upを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文や文法の理解力および英単
語の習得を評価する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Key to the TOEIC Listening and Reading Test
Goal 600
[Author(s)]Mark D. Stafford
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55263-2
[Comments]テキスト価格各￥1,800
テキストの買い間違いに注意。緑色の表紙。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 Daily Life　品詞の区別、広告
3 Unit2 Places　Eメール、カード・告知
4 Unit3 People　代名詞、テキストメッセージ・記事
5 Unit4 Travel　Eメール②、ウェブサイト
6 Unit5 Business　動詞の形、メモ
7 Unit6 Office　手紙
8 Unit7 Technology　レポート・テキストメッセージ
9 Unit8 Personnel　手紙②、記事②
10 Unit9 Management　接続詞、告知②
11 Unit10 Purchasing　Eメール③、広告②
12 Unit11 Finance　時制、広告③
13 Unit12 Media　手紙③、記事③
14 Unit13 Entertainment　前置詞、Eメール④
15 総括
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Effective Approaches to the TOEIC Test
[Author(s)]Kiyomi Tanaka / Yuri Wada / Satoru Sakaki / Asako
Kaneko
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17622-0
[Comments]テキストに加え自作プリントを配布する事があ
る

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法についてのガイダンス
 
2. Unit 1　PART 1,5 物の位置と状態を聞きとる/語幹を共有
する名詞,動詞,形容詞,副詞

3. Unit 2　PART 2,6,7 基本的な疑問文に応える/気をつける
べき英語の語順/広告文

4. Unit 3　PART 3,5 電話での対応/数にからんだ語の用法①
 
5. Unit 4　PART 4,6,7 スピーチ,数にからんだ語の用法②,図
表の読み方

6. Unit 5　PART 1,5 人物の動作と様子,ねらわれやすい過去
形と完了形の表現

7. Unit 6　PART2,6,7 いろいろなWh-疑問文,ねらわれやす
い過去形と完了形の表現,図表と文書

8. Unit 7　PART3,5 カジュアルな日常表現,比較がらみの表
現①

9. Unit 8　PART4,6,7 録音メッセージ・広告,比較がらみの
表現②,雑誌・新聞の記事

10. Unit9　PART1,5 建物・乗り物と周りの関係,文と文の結
びつきの表現①

11. Unit 10　PART 2,6,7 いろいろな形の問いかけに対応す
る,文と文の結びつきの表現②,人材募集と応募の手紙

12. Unit 11　PART3,5 同僚との多様なやりとり,V-ingとV-ed
の使い分け①

13. Unit 12　PART4,6,7 案内放送,V-ingとV-edの使い分け②
 
14. Unit 13　PART1,5 複数の人物の様子,まぎらわしい動詞
の語形,意味,語法

15. Review
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
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一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICは今や就職やキャリアアップの際に避けては通れない
検定試験の一つとなりました。受講者の皆さんの目的は「英語
力をつけたい」、「就職を有利にしたい」など様々だと思いま
すが、TOEICのスコアアップという共通の目標に向かって、で
きるだけ効率的に授業を展開していきたいと思います。TOEIC
のスコアアップには基本となる英語力はもちろんのこと、
TOEICに独特の形式に対応できるテクニックを身につけること
も重要です。マニュアルやテクニックというと響きは悪いです
が、少しでも短時間で要領よく解答できるようになるためには
欠かせない技術です。本授業ではそうしたTOEICに特有なパ
ターンを「ターゲット」や「解法のポイント」としてまとめて
あるテキストを使用し、毎回違う文法項目に焦点を当てて学ん
でいきますので、毎回の授業内容をきちんと定着していくこと
によって、短期間でもスコアアップは十分期待できます。
　本授業では予習よりもむしろ復習を重要視します。あらかじ
め問題を解いてくる必要はありませんが、必ず前回の授業で
扱った内容を復習してきてください。毎回、授業の初めに復習
テストを実施し、学習内容の徹底を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のリスニングの基礎力を身に付けることができる。(技
能)

②英語のグラマーの基礎力を身に付けることができる(知識・
理解)

③授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

④TOEICに独特の形式に対応できるテクニックを身に付けるこ
とができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習よりもむしろ復習に力を注ぎ、次週までに習った表現、単
語等の復習を徹底しておくことが重要です。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

日頃の学習への取り組み及び試験による評価

・授業態度などを含む学習状況　　２０％(①②③④を基準と
して評価)
・課題提出状況　　　　　 　　　 ２０％(①②③④を基準とし
て評価)
・定期試験　　　　　　　　　　　６０％(②④を基準として
評価)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Perfect Practice for the TOEIC L&R Test-Revised
version-
[Author(s)]石井 隆之
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN]978-4-7919-3419-5

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じ、授業中にお知らせします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には辞書を持参のこと。授業中の私語、携帯使用は厳
禁です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Studying Abroad
2.International Conference
3.Holidays
4.Leisure
5.Restaurant
6.Online Shopping
7.Global Warming
8.Websites
9.Workplace
10.Nursing Care
11.Global Trading
12.Eco-Friendly Economy
13.Business Trips
14.Hybrid Cars
15.総まとめ
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コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、英語資格試験のうちTOEIC対策用の教材（500点
レベル）を使用し、実践的に問題を解いていくことでテスト構
成や形式に慣れるトレーニングを行います。
言語の４技能は相互に関連しているため、ListeningとReading能
力はSpeakingとWritingというアウトプット能力を磨くことで更
に上達すると言われています。
よって授業では、TOEICの試験対策だけでなく総合的な英語運
用力を養うことを目的とし、オンライン上利用可能なリーディ
ングおよびリスニング素材をふんだんに使用します。また、ペ
アやグループワークによる協働作業を多く取り入れ、適宜、発
表等のプロジェクトを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　リスニング＋リーディング：文章の一読、知らない単語
の推測＋辞書での確認等（30min)
復習　レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの
学習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%　（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30%  （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R) TEST 1 / 4th
Edition
[Author(s)] Mark D. Stafford
[Publisher] Kirihara Shoten
[ISBN] 978-4-342-55262-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ずウェブサイト上で確認の
上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1 Daily Life (Listening parts)
3: Unit 2 Places   (Reading parts)
4: Unit 3 People (Listening parts)
5: Unit 4 Travel  (Reading parts)
6: Unit 5 Business (Listening parts)
7: Review (U1-5) + Project 1
8: Unit 6 Office  (Reading parts)
9: Unit 7 Technology (Listening parts)
10: Unit 8 Personnel  (Reading parts)
11: Unit 9 Management (Listening parts)
12: Unit 10 Purchasing  (Reading parts)
13: Unit 11 Finances (Listening parts)
14: Review (U6-10) + Project 2
15: Overall review of the semester & term test



2019-SJ00009614-61インターミディエイト・イングリッシュⅣ「C ESP-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice TOEIC and other test taking
skills (IELTS;TOEFL).
Students will complete activities related to the 4 skills of listening, speaking,
reading and writing.
Students will complete weekly homework and study for weekly mini-tests.
A mid-term test in Week 7, and a final test in Week 15
While test taking practise will focus on listening and reading, the class will also
involve speaking and writing activities.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn to identify different types of questions and distractors in
multiple choice tests.(知識・理解)

2. Students will learn test-taking strategies to maximise scores in tests such as
TOEIC / IELTS / TOEFL. (技能)

3. Vocabulary knowledge will improve.(知識・理解)

4. Reading skills for multiple choice reading sections of tests will improve.(技
能)

5. Listening skills for multiple choice listening sections of tests will improve.
(技能)

6. Writing skills will improve, aiding reading comprehension.(技能)

7. Speaking skills will improve, aiding listening comprehension.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/
interview, journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
20% - Classwork and Activities (到達目標1,2,3,4,5,6,7)
20% - Reading, Writing and Vocabulary Homework (到達目標1,3,4,5,6)
20% - Listening and Speaking Homework (到達目標6,7)
20% - Midterm TOEIC Bridge Test (到達目標1,2,3,4,5)
20% - Final TOEIC Bridge Test (到達目標1,2,3,4,5)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class;
for checking phone during class; for not concentrating during class; for
speaking Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with
teacher’s instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will effect
your overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given
by the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Intermediate Course for the TOEIC Bridge® Test／中級
TOEIC Bridge® Test 集中コース(別冊Practice Test付き)
[Author(s)] Alex Cameron／Eric J. Miller／Jeffrey Stewart／
Simon Wilkins／大薗修一／川嶋真由美／保家信太郎／與古
光 宏
[Publisher] Shohakusha Publishing
[ISBN] 978-4-88198-692-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 - Introduction; Course information; Unit 1 Activities /
Grammar and Writing Activities
2 - Unit 2 Activities 2 / Homework 1 / Grammar and Writing
Activities
3 - Unit 3 Dining Out 1 / Homework 2 / Grammar and Writing
Activities
4 - Unit 4 Dining Out 2  / Homework 3 / Grammar and Writing
Activities
5 - Unit 5 Entertainment 1 / Homework 4 / Grammar and Writing
Activities
6 - Unit 6 Entertainment 2 / Homework 5 / Grammar and Writing
Activities
7 - Mid-Term Test
8 - Unit 7 At Home 1 +  Unit 8 At Home 2 / Homework 6 /
Grammar and Writing Activities
9 - Unit 9 At Work 1 / Homework 7 / Grammar and Writing
Activities
10 - Unit 10 At Work 2 / Homework 8 / Grammar and Writing
Activities
11 - Unit 11 At Work 3 / Homework 9 / Grammar and Writing
Activities
12 - Unit 12 Travel 1 / Homework 10 / Grammar and Writing
Activities
13 - Unit 13 Travel 2 / Homework 11 / Grammar and Writing
Activities
14 - Unit 14 College Life 1 +  Unit 15 College Life 2 /
Homework 12 / Grammar and Writing Activities
15 - Final Test / Final submission of homework portfolios



2019-SJ00009614-62インターミディエイト・イングリッシュⅣ「C ESP-6」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will learn and practice skills to prepare for
tests such as TOEIC or TOEIC Bridge. We will not work on TOEIC
skills only: a main focus of the course will be on vocabulary study.
Homework for this class will be vocabulary practice. In most lessons
there will be a vocabulary quiz to test whether students are effectively
using vocabulary learning strategies.
There will be a mid-term TOEIC-style test in week 8, and a week 15
test.
There is no attendance requirement for this course. However, weekly
vocabulary tests will be given at the start of each lesson, so on-time
attendance is necessary. Much of the lesson time will be spent on
TOEIC test-taking strategy instruction, which will be to students’
benefit in the mid-term test and final test. Actively participating in
class-time activities is strongly recommended.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒はTOEICやTOEIC Bridgeなどのテストに役立つテスト用
の英語スキルを学びます。(技能)

2. 生徒は効果的な語彙学習戦略を実践します。(技能)

3. 生徒は数多くの単語の意味を学びます。140単語以上がテス
トされます。さらに他の単語も解説、デモンストレーションさ
れます。(知識・理解)

4. 生徒はTOEICテスト問題の傾向を学び、テスト内の各セク
ションの引っかけ問題を対処する方法を学びます。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to produce vocabulary study tools, and use them
effectively. These materials must be submitted as part of the
assessment. Students will benefit from studying the vocabulary during
the week in their own time. (30 minutes)
Before the week 8 and week 15 tests, students should review the
content of the textbook (30 minutes). However, the test questions will
NOT come from the textbook.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly vocabulary tests and textbook tests: 40% (到達目標1, 2, 3, 4)
Vocabulary-learning tools checks: 10% (到達目標2, 3)
Midterm TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)
Week 15 TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Next Step to the TOEIC Test
[Author(s)] Yasunami Seisuke & Richard S. Lavin
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 978-4-255-15582-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

You must bring your vocabulary learning materials, your
textbook, a dictionary, and pens/pencils to class.
If you are absent or late for a weekly vocabulary quiz, there is no
opportunity to take that quiz at a later date. You must be in the
classroom when the class starts.
Vocabulary learning materials must be submitted for two of the
three checks. They must be given on time. Late submissions will
not be accepted.
If you are absent for either the week #8 test or the week #15 test,
you must contact the teacher to organise a make-up test.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction and Vocabulary Learning
2- Unit 1: Campus Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4.
3- Unit 2: Student Life. Vocabulary, TOEIC parts 4, 5.
Vocabulary-learning tools check #1. Vocabulary test 1.
4- Unit 3: Eating and Drinking. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 7. Vocabulary test 2.
5- Unit 4: Shopping. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 3.
6- Unit 5: Health. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 4.
7 - Unit 6: Business Situations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4 , 5, 7. Vocabulary-learning tools check #2. Vocabulary test 5.
8- Mid-term test
9- Unit 7: Daily Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary test 6.
10- Unit 8: Post Offices and Banks. Vocabulary, TOEIC parts 1,
2, 3, 4, 7. Vocabulary test 7.
11- Unit 9: Entertainment. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 8.
12- Unit 10: Trips and Vacations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2,
3, 4, 7. Vocabulary test 9.
13- Unit 11: Meetings. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary-learning tools last-chance check. Vocabulary test 10.
14- Unit 14: Communications. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 5, 7.
15- Week 15 test



2019-SJ00009614-63インターミディエイト・イングリッシュⅣ「C ESP-7」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パートを解
き対策を学ぶと共に、問題文の精読と聴き取りを解説を挟みな
がら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向上を
目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重要語
彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットからの小テストを行うので、復
習してくること。
・次週のユニットの単語リストや取り上げられている文法項目
を予習してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験およびリスニングテスト、小テスト、授業中の質疑応
答などから、以下の割合を目安として総合的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] トピックでめざせ！ TOEIC Listening and Reading
Test 550 へ"ステップアップ"
[Author(s)] S. Mitsutomi, Y. Nitta, M. Takahashi, R. Akiyoshi,
G, Bevan, D. Farnell, and Y. Inadomi
[Publisher] 英宝社
[ISBN] 978-4-269-66050-2
[Comments]2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1  Shopping:Daily Life
3. unit 2  Shopping: Big Purchases
4. unit 3  Travel: Planes and Trains
5. unit 4  Travel: Hotels
6. unit 5  Entertainment: Restaurants
7. unit 6  Entertainment: Movies
8. unit 7  Entertainment: Cultural Events
9. unit 8  Health: Doctors and Hospitals
10. unit 9  Health: Exercise and Diet
11. unit 10  Business: Group Project
12. unit 11  Business: Clerical Tasks
13. unit 12  Business: Visitor
14. unit 13  Business: Hiring
15. リスニングテスト



2019-SJ00009614-64インターミディエイト・イングリッシュⅣ「C ESP-8」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for tests
such as TOEIC or TOEFL. There will be homework each week,
including vocabulary review and review of lesson content. There will
be quizzes each week to review each week's homework. There will be
a test in Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop listening and reading fluency with language
needed for tests such as TOEIC and TOEFL.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 45%
Review test 40%
Homework and class participation 15%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Text] Communication Spotlight Intermediate
[Author] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 978-1-896942-67-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Reading 1: Language learning; Listening: Looking over the
course.
3. Reading 2: Job satisfaction; Listening: Describing jobs.
4. Reading 3: Inventions; Listening: Identifying objects.
5. Reading 4: Personality; Listening: Describing people.
6. Reading 5: Growing up; Listening: Childhoods.
7. Reading 6: Disasters; Listening: Describing accidents.
8. Reading 7: Price bubbles; Listening: Numbers and prices.
9. Reading 8: Passports; Listening: Following directions.
10. Placement Test
11. Reading 9: Gentrification; Listening: Describing places.
12. Reading 10: Information technology; Listening: Technology.
13. Reading: Review; Listening: School subjects.
14. Review and practice test.
15. Review test (40%).



2019-SJ00009614-65インターミディエイト・イングリッシュⅣ「C C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student skills in
reading, writing, listening, and speaking.

Students will learn to communicate about various daily topics.

Students will learn to communicate about world issues.

Students will learn about the importance of emotion and gestures in
communication.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Class participation ( 20%)
Weekly listening, reading, writing, and speaking activities (40%)
2 speaking projects ( 40%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Only I.C.
[Author(s)] C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Unit: The English World. Speaking.
2. Sports. Reading. Speaking.
3. Transportation. Reading, writing, speaking.
4. Unit: Wonders. Reading. Speaking.
5. Project theme and Preparation.
6. Project preparation, corrections, editing.
7. Presentations.
8. Unit: Aral Sea. Speaking.
9. Unit: Health and Beauty. Money. Speaking.
10. Unit: countries and travel. Speaking.
11. Unit: Events. Explaining cultural phenomenons and
practices. Speaking.
12. Unit: Resolutions. Speaking.
13. Project preparation. Corrections, editing.
14. Preparation and editing.
15. Final presentations.
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class. There will be homework for students
to complete each week. Homework will include speaking practice and
review of lesson content. There will be three tests during the course.
There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English for at least 10
minutes by the end of the semester.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English（30　minutes). In
addition, students should review vocabulary which has been taught in
class (30 minutes). In addition, before each test, students should
review their homework and the content of the textbook (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Participation 20%
Homework 25%
In-class tests 40%
Final Speaking Assessment 15%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New English Upgrade 1 Student Book
[Author(s)]Steven Gershon and Chris Mares
[Publisher]Macmillan
[ISBN]9784777362097
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, a dictionary, paper and pen to every
class. You should check your class blog every week. The blog
address will be given at the beginning of the semester. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.

The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction and course outline
Week 2 Recorded speaking 1
Week 3 Unit 1 Nice to meet you (Asking about names).
Homework 1
Week 4 Unit 2 Family feelings (Showing you are listening).
Homework 2
Week 5 Test 1. Unit 3 In the neighbourhood (Returning a
question). Homework 3
Week 6 Unit 4 My style, your style (Conversation opener and
showing agreement and conversation closer). Homework 4
Week 7 Unit 5. What’s your schedule? Homework 5.
Week 8. Test 2 Unit 6
Week 9 Unit 7 Past times, fast times (Asking for news).
Week 10 Unit 8 The things we eat (Responding to thanks).
Homework 6
Week 11 Unit 9 Getting away (Showing uncertainty).
Week 12 Test 3. Unit 10 The media and me (Asking for
permission). Homework 7
Week 13 Unit 11 Hopes and dreams (Saying goodbye).
Homework 8
Week 14 Unit 12 Review and final assessment
Week 15 Final assessment



2019-SJ00009601-68フレッシュマン・イングリッシュⅠ「B R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部２時限　　試験時間割：2019/07/24　夜１限　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では様々なトピックについてのエッセイを読みなが
ら、英語能力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読ん
で内容を把握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基
礎的な聞き取り練習を実施することで話し手の意図を理解でき
るようになる（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で
英語の基礎となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を正確に早く理解できる技術を身につける。(知
識・理解)

基礎的な語彙や文法事項を正しく理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。（50分）
復習：前の授業で行った内容を復習する。（50分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テスト20%
定期試験60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEIC ® Test: Advantage
[Author(s)] Masayuki Teranishi, Kuniko Miyakami, Masako
Nasu
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17750-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション（授業の進め方）
2. Traveling Abroad
3. Food and Cooking
4. Literature and Writing
5. Science
6. International Economics
7. Global Issues
8. Shopping and Retail
9. The World of Work
10. Learning Languages
11. Globalization of Japanese Universities
12. A sense of History
13. Country Living
14. The Environment
15. The Quality of Life



2019-SJ00009601-69フレッシュマン・イングリッシュⅠ「B R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：土・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important for
everyday use. Practice will focus on reading and listening, and on explaining and
discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が英語の短い文章を読んで、質問に答えることができるようにな
る。
(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because the
teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they inform
the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class Participation
score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Asian Issues 1
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-016-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 1A. Places: Yakushima, Japan.
Homework: textbook and vocabulary study.
3. Unit 1B. Quiz 1. Places: Tioman Island,
Malaysia. Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2A. Quiz 2. Culture: Intercultural
Differences. Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 2B. Quiz 3. Culture: Cultural Similarities.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 3A. Quiz 4. Seasons: The Rainy Season.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 3B. Quiz 5. Seasons: Autumn Colors.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 1A to 3B). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 4A. Quiz 6. Cities: Megacities.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 4B. Quiz 7. Cities: Problems
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 5A. Quiz 8. Travel: Tourism Advantages.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 5B. Quiz 9. Travel: Tourism
Disadvantages. Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 6A. Quiz 10. Food: Hot Pot.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 6B. Food: East Asian Food.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 4A to 6B).



2019-SJ00009601-70フレッシュマン・イングリッシュⅠ「B R&L-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：土・二部１時限　　試験時間割：2019/07/24　夜１限　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では様々なトピックについてのエッセイを読みなが
ら、英語能力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読ん
で内容を把握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基
礎的な聞き取り練習を実施することで話し手の意図を理解でき
るようになる（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で
英語の基礎となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を正確に早く理解できる技術を身につける。(知
識・理解)

基礎的な語彙や文法事項を正しく理解できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。(50分)
復習：前の授業で行った内容を復習する。(50分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テスト20%
定期試験60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEIC ® Test: Advantage
[Author(s)] Masayuki Teranishi, Kuniko Miyakami, Masako
Nasu
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17750-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション（授業の進め方）
2. Traveling Abroad
3. Food and Cooking
4. Literature and Writing
5. Science
6. International Economics
7. Global Issues
8. Shopping and Retail
9. The World of Work
10. Learning Languages
11. Globalization of Japanese Universities
12. A sense of History
13. Country Living
14. The Environment
15. The Quality of Life



2019-SJ00009601-71フレッシュマン・イングリッシュⅠ「B R&L-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：土・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important for
everyday use. Practice will focus on reading and listening, and on explaining and
discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が英語の短い文章を読んで、質問に答えることができるようにな
る。
(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because the
teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they inform
the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class Participation
score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Asian Issues 1
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-016-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 1A. Places: Yakushima, Japan.
Homework: textbook and vocabulary study.
3. Unit 1B. Quiz 1. Places: Tioman Island,
Malaysia. Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2A. Quiz 2. Culture: Intercultural
Differences. Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 2B. Quiz 3. Culture: Cultural Similarities.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 3A. Quiz 4. Seasons: The Rainy Season.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 3B. Quiz 5. Seasons: Autumn Colors.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 1A to 3B). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 4A. Quiz 6. Cities: Megacities.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 4B. Quiz 7. Cities: Problems
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 5A. Quiz 8. Travel: Tourism Advantages.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 5B. Quiz 9. Travel: Tourism
Disadvantages. Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 6A. Quiz 10. Food: Hot Pot.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 6B. Food: East Asian Food.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 4A to 6B).



2019-SJ00009602-68フレッシュマン・イングリッシュⅡ「B R&L-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：土・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important for
everyday use. Practice will focus on reading and listening, and on explaining and
discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が英語の短い文章を読んで、質問に答えることができるようにな
る。
(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because the
teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they inform
the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class Participation
score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Asian Issues 1
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-016-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 1A. Places: Yakushima, Japan.
Homework: textbook and vocabulary study.
3. Unit 1B. Quiz 1. Places: Tioman Island,
Malaysia. Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2A. Quiz 2. Culture: Intercultural
Differences. Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 2B. Quiz 3. Culture: Cultural Similarities.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 3A. Quiz 4. Seasons: The Rainy Season.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 3B. Quiz 5. Seasons: Autumn Colors.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 1A to 3B). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 4A. Quiz 6. Cities: Megacities.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. PLACEMENT TEST.
11. Unit 5A. Quiz 7. Travel: Tourism Advantages.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 5B. Quiz 8. Travel: Tourism
Disadvantages. Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 6A. Quiz 9. Food: Hot Pot.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 6B. Quiz 10. Food: East Asian Food.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 4A to 6B).



2019-SJ00009602-69フレッシュマン・イングリッシュⅡ「B R&L-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部２時限　　試験時間割：2020/01/16　夜１限　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では様々なトピックについてのエッセイを読みなが
ら、英語能力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読ん
で内容を把握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基
礎的な聞き取り練習を実施することで話し手の意図を理解でき
るようになる（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で
英語の基礎となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的な語彙や文法事項を正しく理解できる。 (知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解できる技術を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。(50分)
復習：前の授業で行った内容を復習する。(50分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テスト20%
定期試験60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Our World Today
[Author(s)] Adam Murray, Anderson Passos
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 9784523178903

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション（授業の進め方）
2. Introduction to Environmental Issues
3. Climate Change
4. Energy
5. Waste
6. Population Growth
7. Pollution
8. Water
9. Learning Languages
10. プレイスメント・テスト
11. Hydroelectricity
12. Solar Panels
13. Wind Turbines
14. Nuclear Energy
15. Review



2019-SJ00009602-70フレッシュマン・イングリッシュⅡ「B R&L-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：土・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important for
everyday use. Practice will focus on reading and listening, and on explaining and
discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が英語の短い文章を読んで、質問に答えることができるようにな
る。
(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because the
teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they inform
the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class Participation
score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Asian Issues 1
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-016-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 1A. Places: Yakushima, Japan.
Homework: textbook and vocabulary study.
3. Unit 1B. Quiz 1. Places: Tioman Island,
Malaysia. Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2A. Quiz 2. Culture: Intercultural
Differences. Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 2B. Quiz 3. Culture: Cultural Similarities.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 3A. Quiz 4. Seasons: The Rainy Season.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 3B. Quiz 5. Seasons: Autumn Colors.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 1A to 3B). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 4A. Quiz 6. Cities: Megacities.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. PLACEMENT TEST.
11. Unit 5A. Quiz 7. Travel: Tourism Advantages.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 5B. Quiz 8. Travel: Tourism
Disadvantages. Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 6A. Quiz 9. Food: Hot Pot.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 6B. Quiz 10. Food: East Asian Food.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 4A to 6B).



2019-SJ00009602-71フレッシュマン・イングリッシュⅡ「B R&L-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：土・二部１時限　　試験時間割：2020/01/16　夜１限　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では様々なトピックについてのエッセイを読みなが
ら、英語能力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読ん
で内容を把握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基
礎的な聞き取り練習を実施することで話し手の意図を理解でき
るようになる（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で
英語の基礎となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基礎的な語彙や文法事項を正しく理解できる。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解できる技術を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。(50分)
復習：前の授業で行った内容を復習する。(50分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テスト20%
定期試験60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Our World Today
[Author(s)] Adam Murray, Anderson Passos
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 9784523178903

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション（授業の進め方）
2. Introduction to Environmental Issues
3. Climate Change
4. Energy
5. Waste
6. Population Growth
7. Pollution
8. Water
9. Learning Languages
10. プレイスメント・テスト
11. Hydroelectricity
12. Solar Panels
13. Wind Turbines
14. Nuclear Energy
15. Review



2019-SJ00009603-82フレッシュマン・イングリッシュⅢ「B ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/08/01　夜１限　　

高瀬　文広

◎－－－　概要　－－－◎

リーディングとライティングを中心に、英語の4技能である
リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの力
を総合的に養います。比較的新しいアメリカ映画を素材にした
テキストを使用して、映画の背景にある文化を理解しながら、
異文化の知識と英語の総合的な力を身につけます。
授業ではアクティブ・ラーニングを取り入れ、学習者が楽し
く・積極的に活動できるように工夫している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画の中のオーセンティックな英語を通して、生の英語の速度
やリズムに慣れ、英語を聴き取れたり、話したりできる。また
リーディングとライティングの能力も伸ばすことができる。
(技能)

映画に関した英文を正確に、速く理解するトレーニングを積
み、速読力を観につける。(技能)

映画の中でモチーフとして使用されている背景にある文化を理
解することによって、異文化理解ができる。(知識・理解)

アクティブ・ラーニングを行う授業を通して、楽しみながら積
極的に英語学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回で学修するUnitの英単語やイディオムを辞
書で調べ、英文の内容を理解　（90分）
（２）Unitの各設問であるComprehension CheckやTOEICの問題
を解答
復習：学修したUnitの音読みと内容理解、文法項目の理解と活
用　（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：30％（授業の発表、課題提出、態度等）
・定期試験：70％（読解力、文法、イディオム、異文化理解
度）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]英語で学ぶ英語を楽しむ
English Delight of Movie English and TOEIC
[Author(s)]高瀬文広
[Publisher]ミネルバ書房
[ISBN]978-4-623-07349-8
[Comments]テキスト価格￥1,800

◎－－－　参考書　－－－◎

英和・英英辞典（電子辞書可）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、前時の既習事項に関して口頭で質問をし、評価する
ので復習を怠らないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、出席・評価等に関して説明
を受ける。テキストに沿って各テーマに基づいて学修しま
す。
2.Unit1:Country Music
3.Unit2:The Grimm Fairy Tale
4.Unit3:Religious Faith
5.Unit4:Automaton
6.Unit5:Environmental Problem
7.Unit6:Asian Disciple to Reach Maturity
8.Unit7:Bioengineering Society
9.Unit8:Complex and Pride
10.Unit9:Major League Baseball
11.Unit10:Business
12.Unit11:Psychological Test Subjects
13.Unit12:Aroma
14.Unit13:dangerous Food Supply
15.Unit14 Wolf& Witch-hunting



2019-SJ00009603-83フレッシュマン・イングリッシュⅢ「B ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2019/08/01　夜１限　　

高瀬　文広

◎－－－　概要　－－－◎

リーディングとライティングを中心に、英語の4技能である
リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの力
を総合的に養います。比較的易しい「生活科学」の内容を素材
にしたテキストを使用して、身近な客観的な事実に基づいたシ
ンプルな英文を学修します。このテキストを講読しながら、総
合的な英語力を身につけます。
授業ではアクティブ・ラーニングを取り入れ、学習者が楽し
く・積極的に活動できるように工夫している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

事実に基づいた、シンプルな「生活科学」の英文を通して、生
の英語の速度やリズムに慣れ、英語を聴き取れたり、話したり
できる。またリーディングとライティングの能力も伸ばすこと
ができる(技能)

生活と科学に関した英文を正確に、速く理解するトレーニング
を積み、速読力を観につける(技能)

使用されているテキストの様々なテーマを理解することによっ
て、生活している中に存在する科学の知識と理解ができる。
(知識・理解)

アクティブ・ラーニングを行う授業を通して、楽しみながら積
極的に英語学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回で学修するUnitの英単語やイディオムを辞
書で調べ、英文の内容を理解　(90分）
（２）Unitの各設問であるComprehension Checkや英文法に関す
るの問題を解答
復習：学修したUnitの音読みと内容理解、文法項目の理解と活
用　（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：30％（授業の発表、課題提出、態度等）
・定期試験：70％（読解力、文法、イディオム等）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New Moments in Science
[Author(s)]Hidehiko Konaka
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN]978-4-7919-4073-8
[Comments]テキスト価格￥1,800

◎－－－　参考書　－－－◎

英和・英英辞典 (電子辞書可)　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、前時の既習事項に関して口頭で質問をし、評価する
ので復習を怠らないこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、出席・評価等に関して説明
を受ける。テキストに沿って各テーマに基づいて学修しま
す。
2.Unit 1 Medical Truth
3.Unit 2.TV Makes You Fat
4.Unit 3 Melatonin and Jet Lag
5.Unit 4 Fever
6.Unit 5 How Maggots Cure
7.Unit 6 Titan
8.Unit 7 The ABC of CPR
9.Unit 8 Light Travels Awfully Fast
10.Unit 9 History of Coffee
11.Unit 10 Melatonin
12.Unit 11 Gravity Force
13.Unit 12 Caffeine
14.Unit 13 How You Regulate Heat
15.Unit 14 TV lies Well



2019-SJ00009603-84フレッシュマン・イングリッシュⅢ「B IA-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ターナー，ポール

◎－－－　概要　－－－◎

This Freshman English course is designed to develop practical
English communication skills in everyday situations. Speaking and
conversation strategies will be used to improve student' fluency and
accuracy. There will also be many opportunities for students to
practice basic dialogues and role-plays with partners in class. In
addition, there will be regular listening exercises and a significant
focus on vocabulary learning. Students will be required to participate
actively and speak as much English as possible in each lesson.

Students must participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence score, students must observe class rules,
study hard, and cooperate.

There are three Vocabulary Quizzes, as well as two Speaking
Assessments. Weekly Homework includes mainly vocabulary
research, occasional writing exercises, and previewing the next lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn a lot of vocabulary which is needed for talking
about daily life.(知識・理解)

2. Students will develop practical English communication skills in
speaking and listening to improve their accuracy and fluency.(技能)

3. Students will try to speak as much English as possible in every
class.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on vocabulary research, but sometimes there will also be exercises
from the textbook. (1 hour) Students should also review completed
lessons and preview the next lesson (which means reading the unit
and trying to answer the questions). (30 min) In addition, before the
vocabulary quizzes and speaking assessments, students should review
their homework notebook and the content of the textbook. (1 hour)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。The assessment for this course includes:
Participation & Diligence (20%);
Vocabulary Quizzes (30%: 3 quizzes for 10 points each);
Vocabulary Homework (20%: 3 checks);
Speaking Evaluation (30%: 2 tests for 15 points each.

You are expected to participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence（ 熱心に勉強して参加すること) score,
you must cooperate, study hard, and show diligence.

NOTE: There is no end-of-term examination ( 定期試験はありませ
ん。). There will also be no re-examination ( 再試験はありませ
ん。).　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　 TAKE IT EASY!
[Author(s)]　Herman Bartelen
[Publisher]　CENGAGE Learning K.K.
[ISBN]　978-4-86312-039-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Challenge yourself and take responsibility for your own learning!
　自分の学習に責任を持って。

Textbooks must be brought to each lesson, without fail. Students
should also bring a dictionary: English-Japanese dictionary (e.g.
ロングマン英和辞典) book or electronic dictionary and a
Notebook: small (100-page) note/ exercise book for homework
and new vocabulary etc. Also, a file is needed for weekly print
handouts

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Orientation, Classmate Introductions, Communicative
Activity
2. Unit 1: Meeting and greeting people # 1
3. Unit 1: Meeting and greeting people # 2
4. Unit 2: Talking about the past # 1
5. Unit 2: Talking about the past # 2
6. Unit 3: Talking about everyday activities # 1; Vocabulary
Quiz # 1
7. Unit 3: Talking about everyday activities # 1
8. Review & Speaking Assessment # 1
9. Unit 4: Making plans # 1
10. Unit 4: Making plans # 1; Vocabulary Quiz # 2
11.Unit 5: Talking about likes & dislikes # 1
12.Unit 5: Talking about likes & dislikes # 2
13.Unit 6: Talking about the future # 1
14.Unit 6: Talking about the future # 2; Vocabulary Quiz # 3
15. Final Review & Speaking Assessment # 2



2019-SJ00009603-85フレッシュマン・イングリッシュⅢ「B IA-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is an interactive English class. Group activities to improve your
speaking and listening skills will include:
Reading aloud and listening for comprehension
Writing and performing dialogues

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to listen to and comprehend natural speed
English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Complete your homework BEFORE class.

A short test will be given each week. Students must review the lesson
content after each class for 5 minutes each day and must spend two
hours outside of class on course content review.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Group activities (be on time, bring the textbook, bring your student
ID, don't sleep or play with your keitai!) 80%
Homework (10 x 2%) 20%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
You should treat each class with the same importance as an exam.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course.

Group activities are 80% of your final grade and punctuality and
preparation is important: students who arrive late, or without their
student ID, will be treated as absent. Missing the beginning of each
class means not understanding what has happened in the previous
week and not understanding the goals for that particular class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Survival Guide
[Author(s)] Yoshihiro Kubo
[Publisher] Eihosha
[ISBN]4-269-14048-8
[Comments] 1900 yen
金修堂書店　福大前書店　tel 092 861 5706
honten@kinshudo.co.jp

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

It is very important that you attend EVERY class.
If you must be absent, please email me _before_ class. It is also
very important that you complete the HOMEWORK _before_
class.

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small group activities, and ask questions
when anything is unclear.
You must have a NEW copy of the textbook.
You must bring your NEW copy of the textbook to EVERY
class.
If you do not have the textbook, you will be marked as absent.
You must bring the textbook to the FIRST class.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course introduction
2 Unit 1 Functions
3 Unit 1 Quiz
4 Unit 2 Self introductions
5 Unit 2 Quiz
6 Unit 3 Functions
7 Unit 3 Quiz
8 Mid-course review
9 Unit 4　Invitations
10 Unit 4 Invitations
11 Unit 5 Essay structure
12 Unit 5 Quiz
13 Unit 6 Presentation
14 Unit 6 Quiz
15 Course review



2019-SJ00009603-86フレッシュマン・イングリッシュⅢ「B IA-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ターナー，ポール

◎－－－　概要　－－－◎

This Freshman English course is designed to develop practical
English communication skills in everyday situations. Speaking and
conversation strategies will be used to improve student' fluency and
accuracy. There will also be many opportunities for students to
practice basic dialogues and role-plays with partners in class. In
addition, there will be regular listening exercises and a significant
focus on vocabulary learning. Students will be required to participate
actively and speak as much English as possible in each lesson.

Students must participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence score, students must observe class rules,
study hard, and cooperate.

There are three Vocabulary Quizzes, as well as two Speaking
Assessments. Weekly Homework includes mainly vocabulary
research, occasional writing exercises, and previewing the next lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  Students will learn a lot of vocabulary which is needed for talking
about daily life.(知識・理解)

2.  Students will develop practical English communication skills in
speaking and listening to improve their accuracy and fluency.(技能)

3.  Students will try to speak as much English as possible in every
class.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on vocabulary research, but sometimes there will also be exercises
from the textbook. (1 hour) Students should also review completed
lessons and preview the next lesson (which means reading the unit
and trying to answer the questions). (30 min) In addition, before the
vocabulary quizzes and speaking assessments, students should review
their homework notebook and the content of the textbook. (1 hour)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。The assessment for this course includes:
Participation & Diligence (20%);
Vocabulary Quizzes (30%: 3 quizzes for 10 points each);
Vocabulary Homework (20%: 3 checks);
Speaking Evaluation (30%: 2 tests for 15 points each.

You are expected to participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence（ 熱心に勉強して参加すること) score,
you must cooperate, study hard, and show diligence.

NOTE: There is no end-of-term examination ( 定期試験はありませ
ん。). There will also be no re-examination ( 再試験はありませ
ん。).　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　 TAKE IT EASY!
[Author(s)]　Herman Bartelen
[Publisher]　CENGAGE Learning K.K.
[ISBN]　978-4-86312-039-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Challenge yourself and take responsibility for your own learning!
　自分の学習に責任を持って。

Textbooks must be brought to each lesson, without fail. Students
should also bring a dictionary: English-Japanese dictionary (e.g.
ロングマン英和辞典) book or electronic dictionary and a
Notebook: small (100-page) note/ exercise book for homework
and new vocabulary etc. Also, a file is needed for weekly print
handouts

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Orientation, Classmate Introductions, Communicative
Activity
2. Unit 1: Meeting and greeting people # 1
3. Unit 1: Meeting and greeting people # 2
4. Unit 2: Talking about the past # 1
5. Unit 2: Talking about the past # 2
6. Unit 3: Talking about everyday activities # 1; Vocabulary
Quiz # 1
7. Unit 3: Talking about everyday activities # 1
8. Review & Speaking Assessment # 1
9. Unit 4: Making plans # 1
10. Unit 4: Making plans # 1; Vocabulary Quiz # 2
11.Unit 5: Talking about likes & dislikes # 1
12.Unit 5: Talking about likes & dislikes # 2
13.Unit 6: Talking about the future # 1
14.Unit 6: Talking about the future # 2; Vocabulary Quiz # 3
15. Final Review & Speaking Assessment # 2



2019-SJ00009603-87フレッシュマン・イングリッシュⅢ「B IA-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is an interactive English class. Group activities to improve your
speaking and listening skills will include:
Reading aloud and listening for comprehension
Writing and performing dialogues

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to listen to and comprehend natural speed
English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

A short test will be given each week. Students must review the lesson
content after each class for 5 minutes each day and must spend two
hours outside of class on course content review.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Group activities (be on time, bring the textbook, bring your student
ID, don't sleep or play with your keitai!) 80%
Homework (10 x 2%) 20%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
You should treat each class with the same importance as an exam.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course.

Group activities are 80% of your final grade and punctuality and
preparation is important: students who arrive late, or without their
student ID, will be treated as absent. Missing the beginning of each
class means not understanding what has happened in the previous
week and not understanding the goals for that particular class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Survival Guide
[Author(s)] Yoshihiro Kubo
[Publisher] Eihosha
[ISBN]4-269-14048-8
[Comments] 1900 yen
金修堂書店　福大前書店　tel 092 861 5706
honten@kinshudo.co.jp

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

It is very important that you attend EVERY class.
If you must be absent, please email me _before_ class. It is also
very important that you complete the HOMEWORK _before_
class.

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small group activities, and ask questions
when anything is unclear.
You must have a NEW copy of the textbook.
You must bring your NEW copy of the textbook to EVERY
class.
If you do not have the textbook, you will be marked as absent.
You must bring the textbook to the FIRST class.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course introduction
2 Unit 1 Functions
3 Unit 1 Quiz
4 Unit 2 Self introductions
5 Unit 2 Quiz
6 Unit 3 Functions
7 Unit 3 Quiz
8 Mid-course review
9 Unit 4　Invitations
10 Unit 4 Invitations
11 Unit 5 Essay structure
12 Unit 5 Quiz
13 Unit 6 Presentation
14 Unit 6 Quiz
15 Course review



2019-SJ00009604-78フレッシュマン・イングリッシュⅣ「B ESP-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/27　夜１限　　

米永　正敏

◎－－－　概要　－－－◎

高校での学習内容を基に、より実践的な英語に触れていきま
す。主に現代社会の時事問題や、企業のビジネス活動に関連し
た英文記事を講読していきます。
基本的な語彙の意味の確認、および英文法の説明（文の要素、
文型、不定詞、関係詞などの修飾関係など）を通して、英文の
構造を把握し、記事の内容の理解を深めます。
英語から日本語へという単純な言語の置き換えではなく、内容
をしっかり理解することを第一の目標とします。その後に、英
文に忠実な和訳の演習をします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な英文の構造を把握できる(知識・理解)

ビジネス関係の語彙を理解できる(知識・理解)

時事問題の背景を調査することできる(技能)

ビジネス記事など、現代の標準的な英文を読解できる(技能)

現代の時事問題を日常的に考えるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

英単語、英熟語の意味や、時事問題の背景など調べましょう。
現代の時事問題、ビジネス活動に関する英文記事ですので、新
聞やテレビのニュースに目を通すようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の得点を９０％、レポートや平常の学習態度等を１
０％として、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に教材プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が度重なると平常の学習態度等の評価ができず、結
果、単位取得が難しくなる場合があります。
英語の辞書（書籍の辞書、電子辞書）を必ず持参してくだ
さい。
適宜、レポートを課します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2　英文法の基礎（１）：文の要素、文型、品詞
3　英文法の基礎（２）：動詞の時制、不定詞、
関係代名詞など
4　英文講読・速読の練習
5　教材プリント　Ｎｏ．１：英文の構造
6　教材プリント　Ｎｏ．２：文の要素
7　教材プリント　Ｎｏ．３：品詞の分類
8　教材プリント　Ｎｏ．４：名詞
9　教材プリント　Ｎｏ．５：動詞
10 教材プリント　Ｎｏ．６：時制
11 教材プリント　Ｎｏ．７：不定詞
12 教材プリント　Ｎｏ．８：関係代名詞
13 教材プリント　Ｎｏ．９：関係副詞
14 教材プリント　Ｎｏ．１０： 分詞構文
15 復習：質疑応答



2019-SJ00009604-79フレッシュマン・イングリッシュⅣ「B ESP-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/27　夜１限　　

米永　正敏

◎－－－　概要　－－－◎

高校での学習内容を基に、より実践的な英語に触れていきま
す。主に現代社会の時事問題や、企業のビジネス活動に関連し
た英文記事を講読していきます。
基本的な語彙の意味の確認、および英文法の説明（文の要素、
文型、不定詞、関係詞などの修飾関係など）を通して、英文の
構造を把握し、記事の内容の理解を深めます。
英語から日本語へという単純な言語の置き換えではなく、内容
をしっかり理解することを第一の目標とします。その後に、英
文に忠実な和訳の演習をします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な英文の構造を把握できる(知識・理解)

ビジネス関係の語彙を理解できる(知識・理解)

時事問題の背景を調査することできる(技能)

ビジネス記事など、現代の標準的な英文を読解できる(技能)

現代の時事問題を日常的に考えるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

英単語、英熟語の意味や、時事問題の背景など調べましょう。
現代の時事問題、ビジネス活動に関する英文記事ですので、新
聞やテレビのニュースに目を通すようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の得点を９０％、レポートや平常の学習態度等を１
０％として、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に教材プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が度重なると平常の学習態度等の評価ができず、結
果、単位取得が難しくなる場合があります。
英語の辞書（書籍の辞書、電子辞書）を必ず持参してくだ
さい。
適宜、レポートを課します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2　英文法の基礎（１）：文の要素、文型、品詞
3　英文法の基礎（２）：動詞の時制、不定詞、
関係代名詞など
4　英文講読・速読の練習
5　教材プリント　Ｎｏ．１：英文の構造
6　教材プリント　Ｎｏ．２：文の要素
7　教材プリント　Ｎｏ．３：品詞の分類
8　教材プリント　Ｎｏ．４：名詞
9　教材プリント　Ｎｏ．５：動詞
10 教材プリント　Ｎｏ．６：時制
11 教材プリント　Ｎｏ．７：不定詞
12 教材プリント　Ｎｏ．８：関係代名詞
13 教材プリント　Ｎｏ．９：関係副詞
14 教材プリント　Ｎｏ．１０： 分詞構文
15 復習：質疑応答



2019-SJ00009604-80フレッシュマン・イングリッシュⅣ「B IA-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is an interactive English class. Group activities to improve your
speaking and listening skills will include:
Reading aloud and listening for comprehension
Writing and performing dialogues

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to listen to and comprehend natural speed
English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

A short test will be given each week. Students must review the lesson
content after each class for 5 minutes each day and must spend two
hours outside of class on course content review.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Group activities (be on time, bring the textbook, bring your student
ID, don't sleep or play with your keitai!) 80%
Homework (10 x 2%) 20%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
You should treat each class with the same importance as an exam.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course.

Group activities are 80% of your final grade and punctuality and
preparation is important: students who arrive late, or without their
student ID, will be treated as absent. Missing the beginning of each
class means not understanding what has happened in the previous
week and not understanding the goals for that particular class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Survival Guide
[Author(s)] Yoshihiro Kubo
[Publisher] Eihosha
[ISBN]4-269-14048-8
[Comments] 1900 yen
金修堂書店　福大前書店　tel 092 861 5706
honten@kinshudo.co.jp

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

It is very important that you attend EVERY class.
If you must be absent, please email me _before_ class. It is also
very important that you complete the HOMEWORK _before_
class.

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small group activities, and ask questions
when anything is unclear.
You must have a NEW copy of the textbook.
You must bring your NEW copy of the textbook to EVERY
class.
If you do not have the textbook, you will be marked as absent.
You must bring the textbook to the FIRST class.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course introduction
2 Unit 1 Functions
3 Unit 1 Quiz
4 Unit 2 Self introductions
5 Unit 2 Quiz
6 Unit 3 Functions
7 Unit 3 Quiz
8 Mid-course review
9 Unit 4　Invitations
10 Unit 4 Invitations
11 Unit 5 Essay structure
12 Unit 5 Quiz
13 Unit 6 Presentation
14 Unit 6 Quiz
15 Course review



2019-SJ00009604-81フレッシュマン・イングリッシュⅣ「B IA-6」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ターナー，ポール

◎－－－　概要　－－－◎

This Freshman English course is designed to develop practical
English communication skills in everyday situations. Speaking and
conversation strategies will be used to improve student' fluency and
accuracy. There will also be many opportunities for students to
practice basic dialogues and role-plays with partners in class. In
addition, there will be regular listening exercises and a significant
focus on vocabulary learning. Students will be required to participate
actively and speak as much English as possible in each lesson.

Students must participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence score, students must observe class rules,
study hard, and cooperate.

There are three Vocabulary Quizzes, as well as two Speaking
Assessments. Weekly Homework includes mainly vocabulary
research, occasional writing exercises, and previewing the next lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  Students will learn a lot of vocabulary which is needed for talking
about daily life.(知識・理解)

2.  Students will develop practical English communication skills in
speaking and listening to improve their accuracy and fluency.(技能)

3.  Students will try to speak as much English as possible in every
class.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on vocabulary research, but sometimes there will also be exercises
from the textbook. (1 hour) Students should also review completed
lessons and preview the next lesson (which means reading the unit
and trying to answer the questions). (30 min) In addition, before the
vocabulary quizzes and speaking assessments, students should review
their homework notebook and the content of the textbook. (1 hour)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。The assessment for this course includes:
Participation & Diligence (20%);
Vocabulary Quizzes (30%: 3 quizzes for 10 points each);
Vocabulary Homework (20%: 3 checks);
Speaking Evaluation (30%: 2 tests for 15 points each.

You are expected to participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence（ 熱心に勉強して参加すること) score,
you must cooperate, study hard, and show diligence.

NOTE: There is no end-of-term examination ( 定期試験はありませ
ん。). There will also be no re-examination ( 再試験はありませ
ん。).　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　 TAKE IT EASY!
[Author(s)]　Herman Bartelen
[Publisher]　CENGAGE Learning K.K.
[ISBN]　978-4-86312-039-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Challenge yourself and take responsibility for your own learning!
　自分の学習に責任を持って。

Textbooks must be brought to each lesson, without fail. Students
should also bring a dictionary: English-Japanese dictionary (e.g.
ロングマン英和辞典) book or electronic dictionary and a
Notebook: small (100-page) note/ exercise book for homework
and new vocabulary etc. Also, a file is needed for weekly print
handouts

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Orientation, Classmate Introductions, Communicative
Activity
2. Unit 1: Meeting and greeting people # 1
3. Unit 1: Meeting and greeting people # 2
4. Unit 2: Talking about the past # 1
5. Unit 2: Talking about the past # 2
6. Unit 3: Talking about everyday activities # 1; Vocabulary
Quiz # 1
7. Unit 3: Talking about everyday activities # 1
8. Review & Speaking Assessment # 1
9. Unit 4: Making plans # 1
10. Unit 4: Making plans # 1; Vocabulary Quiz # 2
11.Unit 5: Talking about likes & dislikes # 1
12.Unit 5: Talking about likes & dislikes # 2
13.Unit 6: Talking about the future # 1
14.Unit 6: Talking about the future # 2; Vocabulary Quiz # 3
15. Final Review & Speaking Assessment # 2



2019-SJ00009604-82フレッシュマン・イングリッシュⅣ「B IA-7」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is an interactive English class. Group activities to improve your
speaking and listening skills will include:
Reading aloud and listening for comprehension
Writing and performing dialogues

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to listen to and comprehend natural speed
English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

A short test will be given each week. Students must review the lesson
content after each class for 5 minutes each day and must spend two
hours outside of class on course content review.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Group activities (be on time, bring the textbook, bring your student
ID, don't sleep or play with your keitai!) 80%
Homework (10 x 2%) 20%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
You should treat each class with the same importance as an exam.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course.

Group activities are 80% of your final grade and punctuality and
preparation is important: students who arrive late, or without their
student ID, will be treated as absent. Missing the beginning of each
class means not understanding what has happened in the previous
week and not understanding the goals for that particular class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Survival Guide
[Author(s)] Yoshihiro Kubo
[Publisher] Eihosha
[ISBN]4-269-14048-8
[Comments] 1900 yen
金修堂書店　福大前書店　tel 092 861 5706
honten@kinshudo.co.jp

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

It is very important that you attend EVERY class.
If you must be absent, please email me _before_ class. It is also
very important that you complete the HOMEWORK _before_
class.

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small group activities, and ask questions
when anything is unclear.
You must have a NEW copy of the textbook.
You must bring your NEW copy of the textbook to EVERY
class.
If you do not have the textbook, you will be marked as absent.
You must bring the textbook to the FIRST class.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course introduction
2 Unit 1 Functions
3 Unit 1 Quiz
4 Unit 2 Self introductions
5 Unit 2 Quiz
6 Unit 3 Functions
7 Unit 3 Quiz
8 Mid-course review
9 Unit 4　Invitations
10 Unit 4 Invitations
11 Unit 5 Essay structure
12 Unit 5 Quiz
13 Unit 6 Presentation
14 Unit 6 Quiz
15 Course review



2019-SJ00009604-83フレッシュマン・イングリッシュⅣ「B IA-8」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ターナー，ポール

◎－－－　概要　－－－◎

This Freshman English course is designed to develop practical
English communication skills in everyday situations. Speaking and
conversation strategies will be used to improve student' fluency and
accuracy. There will also be many opportunities for students to
practice basic dialogues and role-plays with partners in class. In
addition, there will be regular listening exercises and a significant
focus on vocabulary learning. Students will be required to participate
actively and speak as much English as possible in each lesson.

Students must participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence score, students must observe class rules,
study hard, and cooperate.

There are three Vocabulary Quizzes, as well as two Speaking
Assessments. Weekly Homework includes mainly vocabulary
research, occasional writing exercises, and previewing the next lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  Students will learn a lot of vocabulary which is needed for talking
about daily life.(知識・理解)

2.  Students will develop practical English communication skills in
speaking and listening to improve their accuracy and fluency.(技能)

3.  Students will try to speak as much English as possible in every
class.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on vocabulary research, but sometimes there will also be exercises
from the textbook. (1 hour) Students should also review completed
lessons and preview the next lesson (which means reading the unit
and trying to answer the questions). (30 min) In addition, before the
vocabulary quizzes and speaking assessments, students should review
their homework notebook and the content of the textbook. (1 hour)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。The assessment for this course includes:
Participation & Diligence (20%);
Vocabulary Quizzes (30%: 3 quizzes for 10 points each);
Vocabulary Homework (20%: 3 checks);
Speaking Evaluation (30%: 2 tests for 15 points each.

You are expected to participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence（ 熱心に勉強して参加すること) score,
you must cooperate, study hard, and show diligence.

NOTE: There is no end-of-term examination ( 定期試験はありませ
ん。). There will also be no re-examination ( 再試験はありませ
ん。).　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　 TAKE IT EASY!
[Author(s)]　Herman Bartelen
[Publisher]　CENGAGE Learning K.K.
[ISBN]　978-4-86312-039-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Challenge yourself and take responsibility for your own learning!
　自分の学習に責任を持って。

Textbooks must be brought to each lesson, without fail. Students
should also bring a dictionary: English-Japanese dictionary (e.g.
ロングマン英和辞典) book or electronic dictionary and a
Notebook: small (100-page) note/ exercise book for homework
and new vocabulary etc. Also, a file is needed for weekly print
handouts

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Orientation, Classmate Introductions, Communicative
Activity
2. Unit 1: Meeting and greeting people # 1
3. Unit 1: Meeting and greeting people # 2
4. Unit 2: Talking about the past # 1
5. Unit 2: Talking about the past # 2
6. Unit 3: Talking about everyday activities # 1; Vocabulary
Quiz # 1
7. Unit 3: Talking about everyday activities # 1
8. Review & Speaking Assessment # 1
9. Unit 4: Making plans # 1
10. Unit 4: Making plans # 1; Vocabulary Quiz # 2
11.Unit 5: Talking about likes & dislikes # 1
12.Unit 5: Talking about likes & dislikes # 2
13.Unit 6: Talking about the future # 1
14.Unit 6: Talking about the future # 2; Vocabulary Quiz # 3
15. Final Review & Speaking Assessment # 2



2019-SJ00009611-67インターミディエイト・イングリッシュⅠ「B R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their reading and writing skills.
Through course readings, students will practice reading for the main
point, then summarizing and paraphrasing.  Students will discuss
readings in small groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will learn how to read difficult English texts(技能)

2 Students will practice finding main points of paragraphs(技能)

3 Students will summarize and paraphrase main points in writing(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on reading a text, preparing for group discussions, or preparing
for an in-class written assignment.  This work will take 2 hours per
week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
32% Summary/Response Papers (8% x 4) (到達目標1,2,3)
18% In-class participation and homework completion (到達目標
1,2,3)
25% Midterm Exam (到達目標1,2,3)
25% Final Exam (到達目標1,2,3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Contemporary Issues for English Writers
[Author] Manuel Senna
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Course introduction; Paragraph introduction
Week 2 Topic: Freeters
Week 3 Topic: Freeters
Week 4 Topic: Freeters; Summary/Response paper #1
Week 5 Topic: Working Poor
Week 6 Topic: Working Poor
Week 7 Topic: Working Poor; Summary/Response paper #2
Week 8 Midterm Exam
Week 9 Topic: Net Café Refugees
Week 10 Topic: Net Café Refugees
Week 11 Topic: Net Café Refugees; Summary/Response paper
#3
Week 12 Topic: Strange Japan
Week 13 Topic: Strange Japan
Week 14 Topic: Strange Japan; Summary/Response paper #4
Week 15 Final Exam



2019-SJ00009611-68インターミディエイト・イングリッシュⅠ「B R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice Reading and Writing
skills.
While classes will focus on reading and writing, the class will also
involve listening and  speaking activities.
Students will complete weekly homework activities.
A mid-term test in Week 7, and a final test in Week 15
Students are expected to take notes when the teacher explains certain
grammar points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be better able to read and comprehend written
information and ideas on many topics.(技能)

2. Vocabulary knowledge will improve.(知識・理解)

3. Knowledge of correct grammar will increase.(知識・理解)

4. Students will be able to write about many topics, and better
communicate what they are thinking.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/
interview, journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30
minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。
20% - Classwork and Textbook Activities and Homework (到達目標
1,4)
20% - Vocabulary Homework (到達目標2)
20% - Journal Writing Homework (到達目標3,4)
20% - Midterm Test (到達目標1,2,3,4)
20% - Final Test (到達目標1,2,3,4)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping
during class; for checking phone during class; for not concentrating
during class; for speaking Japanese during class; for disrupting class; for
not cooperating with teacher’s instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will
effect your overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a
score of zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities
given by the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways, Second Edition: Reading, Writing, and Critical
Thinking
[Author(s)] Mari Vargo; Laurie Blass
[Publisher] Cengage
[ISBN] 1337407755
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview / Classroom guidelines and syllabus /
Introduction to textbooks (homework guidelines, and other
course materials)
2 Unit 1: Our World / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
3           Unit 1: Our World / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
4 Unit 2: Career Paths / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
5 Unit 2: Career Paths / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
6 Unit 3: Adventure / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
7 Unit 3: Adventure / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
8 MID-TERM TEST  + Unit 4: The Visual Age / Reading
1 / Grammar and Writing Activities /
9 Unit 4: The Visual Age / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
10 Unit 5: Taking a Risk / Reading 1 / Grammar and Writing
Activities
11 Unit 5: Taking a Risk / Reading 2 / Grammar and Writing
Activities
12 Unit 6: Saving the Wild / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
13 Unit 6: Saving the Wild / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
14 Review and complete unfinished sections in Units 1-6.
Final Submission of portfolios (notebook activities, etc).
15 Final Test



2019-SJ00009611-69インターミディエイト・イングリッシュⅠ「B ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ターナー，ポール

◎－－－　概要　－－－◎

This ESP course is designed to help students attain the English
qualifications that are preferred by employers in Japan today. It will
focus on practical training to prepare students for the TOEIC test. In
particular, students will learn strategies and tactics that are necessary
for the TOEIC Listening and Reading test. The course also includes
the study of vocabulary, idioms, technical phrases, and some speaking
practice. Students will aim to achieve a TOEIC score of at least 550.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English. (Skill)(技能)

2.  Students will practice reading English quickly and accurately.
(Skill)(技能)

3.  Students will increase their vocabulary to understand contexts of
usage (Knowledge and Understanding)(知識・理解)

4.  Students will actively and positively engage in English learning to
become autonomous learners. (Attitude and Motivation)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on vocabulary, but there might also be text book exercises to
complete. (30 min.) Students should study vocabulary each week for
the vocabulary quizzes. (30 min.) Also, before the TOEIC Test and
the Final Test, students should review their homework and the
contents of the text book. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
                                      
Participation & Diligence in class 20%
Homework: Textbook exercises 20%
Short Tests: Vocabulary Quizzes (six) 30%
Final Test: 30%
            
You are expected to participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence ( 熱心に勉強して参加すること) score,
you must cooperate, study hard, and show diligence in class. There
will be six (6) Vocabulary Quizzes (in Weeks 3, 5, 7, 9, 11, 13), and
one TOEIC Test (comprising listening, vocabulary and reading
omprehension) in Week 15. Homework includes weekly vocabulary
research, completing textbook exercises, previewing the next lesson,
and preparing for quizzes and tests.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Raising your level for the TOEIC Listening & reading test
[Author(s)] Mitsutomi, Nitta, Turner, Hahn
[Publisher] NANAN-DO
[ISBN] 978-4-523-17851-4
[Comments]2,100 yen + tax

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in class,
cooperate, complete homework and come to almost all lessons.

Students must bring a dictionary to each lesson.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction, Orientation & About TOEIC
Week 2 Unit 2 Travel; comparison of IELTS, TOEFL and
TOEIC tests
Week 3 Unit 3  Hotels; advice for listening practice; QUIZ
Week 4 Unit 4  Dining; key phrases used to describe picture
positions and shapes
Week 5 Unit 5 Sports and Hobbies; QUIZ
Week 6 Unit 6  Phone Calls and Emails; understanding Yes/No
questions and responding
Week 7 Unit 7 Health; QUIZ
Week 8 Unit 8 Ecology; skills for listening Part 3
Week 9 Unit 9 Shopping; QUIZ
Week 10 Unit 10 Transportation; advice for Part 5 questions
Week 11 Unit 11 Computers; advice for Part 6 text completion;
QUIZ
Week 12 Unit 12 Offices; advice for Part 7 reading
comprehension
Week 13 Unit 13 Jobs; understanding vocabulary used in Parts
3,4 and 7; QUIZ
Week 14 Unit 14 Business
Week 15 TOEIC Test

There is no final test in the Examination Week.



2019-SJ00009611-70インターミディエイト・イングリッシュⅠ「B ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：2019/07/24　夜２限　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICでは、読解問題としてEメールの文章がしばしば取り上
げられます。この授業では、英語のEメールの文章を題材に、
基本的な文法・語彙・表現を学び、Eメールに特有な表現を身
に付け、英文を読み解く力を養成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

難しい語句がなければ、辞書なしで英文を読んで文法的・意味
的な解釈を行うことができる。(技能)

Eメールの形式やよく用いられる定型的な表現を理解し、それ
らの表現が用いられた英文の内容を正確に理解することができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：あらかじめテキストの設問をすべて解いたうえで授業に
臨んでください。設問で問われていない部分でも、わからない
単語があれば意味を調べておくこと。（30分）
復習：授業中に設問の答え合わせをするので、正解を確認した
うえで、間違った部分やわからなかった部分を中心に復習して
ください。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Eメールの形式や定型表現、基本的な文法力が身に付いている
かどうか、また、それらに基づいて適切なEメールを書くこと
ができるかどうかを、以下の方法により評価します。
課題（ユニットが終わるごとに実施）：30％（到達目標①・
②）
授業への積極的参加（テキストの予習、授業での発言回数な
ど）：30％（到達目標①・②）
（※遅刻や欠席、授業中の居眠り、スマホで遊ぶなどの行為
は、授業に積極的に参加していないものと見なします。）
定期試験：40％（到達目標①・②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Write Me Back Soon!
[Author(s)] Keiko Naruoka他
[Publisher] Kinseido
[ISBN] 978-4-7647-3957-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・テキストを予習済みであることを前提として授業を行い
ます。設問の答えだけでなく、重要な語句の意味なども授
業中に尋ねますので、答えられるように準備をしておいて
ください。予習してきていない場合は、授業に積極的に参
加していないものと見なします。遅刻や居眠り、携帯いじ
りなどについても、同様の扱いとします。
・語句の説明や課題を実施する際に辞書（電子辞書可。た
だしスマートフォンの辞書機能の使用は不可）が必要にな
りますので、必ず毎回持参してください。
・欠席者に対する課題の再実施は行いません（やむを得な
い欠席の場合を除く）。
・この授業におけるすべての活動は自分の力で行うことと
し（辞書の使用やグループのメンバーと相談するのは
可）、スマートフォンなどの自動翻訳機能の使用や、課題
提出の際のインターネットからの無断引用などの不正行為
は禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 1: 自己紹介する
3. Unit 2: 依頼する
4. Unit 3: アドバイスを求める
5. Unit 4: アドバイスや提案をする
6. Unit 5: 約束する
7. Unit 6: 謝罪する
8. 前半のまとめ・復習
9. Unit 7: 予約する
10. Unit 8: 苦情を述べる
11. Unit 9: 招待する
12. Unit 10: 道案内する
13. Unit 11: リマインダーを送る
14. Unit 12: 誘いを断る
15. 後半のまとめ・復習



2019-SJ00009611-71インターミディエイト・イングリッシュⅠ「B C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。なお、学習の際
ポートフォリオ（ファイルのようなもの）に学習内容を記録し
ます。日付、学習した項目、知らない単語や表現、間違えた問
題の反省などを記録しておきます。学期末にポートフォリオを
提出してもらい、成績評価の材料とします。
　文法問題を解く際は大学受験に使用した参考書を持参する。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語のリ
スニングの基礎力を身に付けることができる。(技能)
(技能)

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語の
リーディングの基礎力を身に付けることができる。(技能)
(技能)

英文を書いたり話したりする上で困らない英語のグラマーの基
礎力を身に付けることができる。(知識・理解)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します。 （30分～１時間程度）
　なお、記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
　復習テスト（５０％）、授業中の学習内容、コンピュータの
学習履歴（５０％）によって評価を行います。
※定期試験期間中に試験は実施しません。したがって再試験も
実施しません。やむを得ない事情により復習テストを欠席した
場合は追試を実施します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]　reallyenglish
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]5000円程度。インターネット教材であるために
iSBNはない。前期に引き続いて、後期も同じ教材を使用す
るため、改めて購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
2 Grammar１
3 Reading 1
4 Listening 1
5 Grammar 2
6 Reading 2
7 Listening 2
8 Grammar 3
9 Reading 3
10 Listening 3
11 Grammar 4
12 Reading 4
13 Listening 4
14 復習テスト
15 総復習および追試



2019-SJ00009612-67インターミディエイト・イングリッシュⅡ「B R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice Reading and Writing
skills.
While classes will focus on reading and writing, the class will also
involve listening and  speaking activities.
Students will complete weekly homework activities.
A mid-term test in Week 7, and a final test in Week 15
Students are expected to take notes when the teacher explains certain
grammar points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be better able to read and comprehend written
information and ideas on many topics.(技能)

2. Vocabulary knowledge will improve.(知識・理解)

3. Knowledge of correct grammar will increase.(知識・理解)

4. Students will be able to write about many topics, and better
communicate what they are thinking.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/
interview, journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30
minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。
20% - Classwork and Textbook Activities and Homework (到達目標
1,4)
20% - Vocabulary Homework (到達目標2)
20% - Journal Writing Homework (到達目標3,4)
20% - Midterm Test (到達目標1,2,3,4)
20% - Final Test (到達目標1,2,3,4)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping
during class; for checking phone during class; for not concentrating
during class; for speaking Japanese during class; for disrupting class; for
not cooperating with teacher’s instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will
effect your overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a
score of zero.
Students may not use smartphones during class time, except for
activities given by the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways, Second Edition: Reading, Writing, and Critical
Thinking
[Author(s)] Mari Vargo; Laurie Blass
[Publisher] Cengage
[ISBN] 9781285450575
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview / Classroom guidelines and syllabus /
Introduction to textbooks (homework guidelines, and other
course materials)
2 Unit 1: Our World / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
3           Unit 1: Our World / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
4 Unit 2: Career Paths / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
5 Unit 2: Career Paths / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
6 Unit 3: Adventure / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
7 Unit 3: Adventure / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
8 MID-TERM TEST  + Unit 4: The Visual Age / Reading
1 / Grammar and Writing Activities /
9 Unit 4: The Visual Age / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
10 PLACEMENT TEST
11 Unit 5: Taking a Risk / Reading 1 / Grammar and Writing
Activities + Unit 5: Taking a Risk / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
12 Unit 6: Saving the Wild / Reading 1 / Grammar and
Writing Activities
13 Unit 6: Saving the Wild / Reading 2 / Grammar and
Writing Activities
14 Review and complete unfinished sections in Units 1-6.
Final Submission of portfolios (notebook activities, etc).
15 Final Test



2019-SJ00009612-68インターミディエイト・イングリッシュⅡ「B R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their reading and writing skills.
Through course readings, students will practice reading for the main
point, then summarizing and paraphrasing.  Students will discuss
readings in small groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will learn how to read difficult English texts(技能)

2 Students will practice finding main points of paragraphs(技能)

3 Students will summarize and paraphrase main points in writing(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on reading a text, preparing for group discussions, or preparing
for an in-class written assignment.  This work will take 2 hours per
week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
32% Summary/Response Papers (8% x 4) (到達目標1,2,3)
18% In-class participation and homework completion (到達目標
1,2,3)
25% Midterm Exam (到達目標1,2,3)
25% Final Exam (到達目標1,2,3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Contemporary Issues for English Writers
[Author] Manuel Senna
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Course introduction; Paragraph introduction
Week 2 Topic: Freeters
Week 3 Topic: Freeters
Week 4 Topic: Freeters; Summary/Response paper #1
Week 5 Topic: Working Poor
Week 6 Topic: Working Poor
Week 7 Topic: Working Poor; Summary/Response paper #2
Week 8 Midterm Exam
Week 9 Topic: Net Café Refugees
Week 10 Placement Test
Week 11 Topic: Net Café Refugees; Summary/Response paper
#3
Week 12 Topic: Strange Japan
Week 13 Topic: Strange Japan
Week 14 Topic: Strange Japan; Summary/Response paper #4
Week 15 Final Exam



2019-SJ00009612-69インターミディエイト・イングリッシュⅡ「B ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：2020/01/16　夜２限　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICでは、読解問題としてEメールの文章がしばしば取り上
げられます。この授業では、英語のEメールの文章を題材に、
基本的な文法・語彙・表現を学び、Eメールに特有な表現を身
に付け、英文を読み解く力を養成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

難しい語句がなければ、辞書なしで英文を読んで文法的・意味
的な解釈を行うことができる。(技能)

Eメールの形式やよく用いられる定型的な表現を理解し、それ
らの表現が用いられた英文の内容を正確に理解することができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：あらかじめテキストの設問をすべて解いたうえで授業に
臨んでください。設問で問われていない部分でも、わからない
単語があれば意味を調べておくこと。（30分）
復習：授業中に設問の答え合わせをするので、正解を確認した
うえで、間違った部分やわからなかった部分を中心に復習して
ください。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Eメールの形式や定型表現、基本的な文法力が身に付いている
かどうか、また、それらに基づいて適切なEメールを書くこと
ができるかどうかを、以下の方法により評価します。
課題（ユニットが終わるごとに実施）：30％（到達目標①・
②）
授業への積極的参加（テキストの予習、授業での発言回数な
ど）：30％（到達目標①・②）
（※遅刻や欠席、授業中の居眠り、スマホで遊ぶなどの行為
は、授業に積極的に参加していないものと見なします。）
定期試験：40％（到達目標①・②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Write Me Back Soon!
[Author(s)] Keiko Naruoka他
[Publisher] Kinseido
[ISBN] 978-4-7647-3957-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・テキストを予習済みであることを前提として授業を行い
ます。設問の答えだけでなく、重要な語句の意味なども授
業中に尋ねますので、答えられるように準備をしておいて
ください。予習してきていない場合は、授業に積極的に参
加していないものと見なします。遅刻や居眠り、携帯いじ
りなどについても、同様の扱いとします。
・語句の説明や課題を実施する際に辞書（電子辞書可。た
だしスマートフォンの辞書機能の使用は不可）が必要にな
りますので、必ず毎回持参してください。
・欠席者に対する課題の再実施は行いません（やむを得な
い欠席の場合を除く）。
・この授業におけるすべての活動は自分の力で行うことと
し（辞書の使用やグループのメンバーと相談するのは
可）、スマートフォンなどの自動翻訳機能の使用や、課題
提出の際のインターネットからの無断引用などの不正行為
は禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 1: 自己紹介する
3. Unit 2: 依頼する
4. Unit 3: アドバイスを求める
5. Unit 4: アドバイスや提案をする
6. Unit 5: 約束する
7. Unit 6: 謝罪する
8. Unit 7: 予約する
9. Unit 8: 苦情を述べる
10. プレイスメントテスト
11. Unit 9: 招待する
12. Unit 10: 道案内する
13. Unit 11: リマインダーを送る
14. Unit 12: 誘いを断る
15. 全体のまとめ・復習



2019-SJ00009612-70インターミディエイト・イングリッシュⅡ「B ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ターナー，ポール

◎－－－　概要　－－－◎

This ESP course is designed to help students attain the English
qualifications that are preferred by employers in Japan today. It will
focus on practical training to prepare students for the TOEIC test. In
particular, students will learn strategies and tactics that are necessary
for the TOEIC Listening and Reading test. The course also includes
the study of vocabulary, idioms, technical phrases, and some speaking
practice. Students will aim to achieve a TOEIC score of at least 550.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English. (Skill)(技能)

2.  Students will practice reading English quickly and accurately.
(Skill)(技能)

3.  Students will increase their vocabulary to understand contexts of
usage (Knowledge and Understanding)(知識・理解)

4.  Students will actively and positively engage in English learning to
become autonomous learners. (Attitude and Motivation)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on vocabulary, but there might also be text book exercises to
complete. (30 min.) Students should study vocabulary each week for
the vocabulary quizzes. (30 min.) Also, before the TOEIC Test and
the Final Test, students should review their homework and the
contents of the text book. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
                                      
Participation & Diligence in class 20%
Homework: Textbook exercises 20%
Short Tests: Vocabulary Quizzes (six) 30%
Final Test: 30%
                     
You are expected to participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence ( 熱心に勉強して参加すること) score,
you must cooperate, study hard, and show diligence in class. There
will be six (6) Vocabulary Quizzes (in Weeks 3, 5, 7, 9, 11, 13), and
one TOEIC Test (comprising listening, vocabulary and reading
comprehension) in Week 15. Homework includes weekly vocabulary
research, completing textbook exercises, previewing the next lesson,
and preparing for quizzes and tests.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Raising your level for the TOEIC Listening & reading test
[Author(s)] Mitsutomi, Nitta, Turner, Hahn
[Publisher] NANAN-DO
[ISBN] 978-4-523-17851-4
[Comments]2,100 yen + tax

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in class,
cooperate, complete homework and come to almost all lessons.

Students must bring a dictionary to each lesson.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction, Orientation & About TOEIC
Week 2 Unit 2 Travel; comparison of IELTS, TOEFL and
TOEIC tests
Week 3 Unit 3  Hotels; advice for listening practice; QUIZ
Week 4 Unit 4  Dining; key phrases used to describe picture
positions and shapes
Week 5 Unit 5 Sports and Hobbies; QUIZ
Week 6 Unit 6  Phone Calls and Emails; understanding Yes/No
questions and responding
Week 7 Unit 7 Health; QUIZ
Week 8 Unit 8 Ecology; skills for listening Part 3
Week 9 Unit 9 Shopping; QUIZ
Week 10 PLACEMENT TEST
Week 11 Unit 11 Computers; advice for Part 6 text completion;
QUIZ
Week 12 Unit 12 Offices; advice for Part 7 reading
comprehension
Week 13 Unit 13 Jobs; understanding vocabulary used in Parts
3,4 and 7; QUIZ
Week 14 Unit 14 Business
Week 15 TOEIC Test

There is no final test in the Examination Week.



2019-SJ00009612-71インターミディエイト・イングリッシュⅡ「B C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・二部２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。なお、学習の際
ポートフォリオ（ファイルのようなもの）に学習内容を記録し
ます。日付、学習した項目、知らない単語や表現、間違えた問
題の反省などを記録しておきます。学期末にポートフォリオを
提出してもらい、成績評価の材料とします。
　文法問題を解く際は大学受験に使用した参考書を持参する。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語のリ
スニングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語の
リーディングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

英文を書いたり話したりする上で困らない英語のグラマーの基
礎力を身に付けることができる。(知識・理解)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します。 （30分～１時間程度）
　なお、記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
　復習テスト（５０％）、授業中の学習内容、コンピュータの
学習履歴（５０％）によって評価を行います。
※定期試験期間中に試験は実施しません。したがって再試験も
実施しません。やむを得ない事情により復習テストを欠席した
場合は追試を実施します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher] reallyenglish
[ISBN]
[Comments] 5000円程度。インターネット教材であるため
にiSBNはない。後期も前期と同じ教材を使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Grammar１
2 Reading 1
3Listening 1
4 Grammar 2
5 Reading 2
6 Listening 2
7 Grammar 3
8 Reading 3
9 Listening 3
10 プレイスメント・テスト
11 Grammar 4
12 Reading 4
13 Listening 4
14 復習テスト
15 総復習および追試



2019-SJ00009613-67インターミディエイト・イングリッシュⅢ「B R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/08/01　夜２限　　

藤原　まみ

◎－－－　概要　－－－◎

映画『Freedom Writers』を素材に、基礎的な「読む」能力と書
く能力の養成と伸長を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画を通して英語圏の文化に対して興味を持ち理解するよう努
力できる(知識・理解)

語彙力を高めるよう努力できる(態度・志向性)

句表現(Phrasal Verb)を理解する(知識・理解)

標準的な英文を読解できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の指定したところを事前に読んでおくこと（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への積極的な参加　３０％
（学習状況、課題への取り組みなど。ただ、教室に座っている
だけ、は評価の対象になりません。）
小テストなど　　　　　２０％
定期試験　　　　　　　５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画総合教材『フリーダム・ライターズ』
[Author(s)]Osako Tanaka
[Publisher]Tsurumi Shoten
[ISBN]978-4-7553-0360-9
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：オリエンテーション& Unit 1 人種間の対立
２：Unit 2 国語の教師
３：Unit 3 縄張り
４：Unit 4 国境線
５：Unit 5 知らないのに？
６：Unit 6 ライン・ゲーム
７：Unit 7 戦争
８：小テスト
９： Unit 8 許可
１０：Unit 9 寛容の博物館
１１：Unit 10 ここが僕の家
１２：Unit 11 アンネの日記
１３：Unit 12 ヒーロー
１４：Unit 13  証言
１５：Unit 14 どっちを選ぶ



2019-SJ00009613-68インターミディエイト・イングリッシュⅢ「B R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ターナー，ポール

◎－－－　概要　－－－◎

This Intermediate English course aims to develop students'language
ability in the receptive skill of reading and the transmissive skill of
writing. Students will have opportunities to read English in various
contexts, so that they may develop reading comprehension skills,
summarising skills, and learn about literary devices and text
organisation, and increase their vocabulary.

There will be two Review Quizzes (comprising vocabulary, reading
comprehension and writing) in Weeks 8 and 15. Homework includes
weekly vocabulary research, writing exercises, completing unfinished
classwork (i.e., reading comprehension tasks), previewing the next
lesson, and preparing for quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  Students will learn how to express themselves in the written
English style. (Skill)(技能)

2.  Students will practice reading English quickly and accurately.
(Skill)(技能)

3.  Students will increase their vocabulary to understand contexts of
usage (Knowledge and Understanding)(知識・理解)

4.  Students will actively and positively engage in English learning to
become autonomous learners. (Attitude and Motivation)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading comprehension and vocabulary, but there might also be
text book exercises to complete.Students should review completed
studies and also preview the next lesson in the text book.(30 min.)
Also, before the two review quizzes, students should review their
homework and the contents of the text book. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation & Diligence  20%
Writing exercises  20%
Review Quizzes (two)  60%
                     
You are expected to participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence（ 熱心に勉強して参加すること) score,
you must cooperate, study hard, and show diligence.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  Inside Reading: Intro (2nd edition)
[Author(s)] Arline Burgmeier
[Publisher] Oxford University Press (OUP)
[ISBN] 978-0-19-441626-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in class,
cooperate, complete homework and come to almost all of the
lessons.

Students must bring a dictionary to each lesson.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction, orientation & communicative activity
Week 2 Unit 1.1 An Early Brain Map; learn previewing skill and
vocabulary activities
Week 3 Unit 1.2 Brain Mapping Today; learn pronoun
referencing skill
Week 4 Unit 3.1 Harmful and Helpful Bacteria; identifying
definitions
Week 5 Unit 3.2 Fighting Bacteria; vocabulary activities
Week 6 Unit 5.1 Skyscrapers; identifying examples
Week 7 Unit 5.2 The Growth of Cities; vocabulary activities
Week 8 Review Quiz #1 (30%)
Week 9 Unit 6.1 Food Traditions; identifying time signal words
Week 10 Unit 6.2 Preserving Foods; vocabulary activities
Week 11 Unit 8.1 Museum Theft; using a dictionary
Week 12 Unit 8.2 A Bold Thief; vocabulary activities
Week 13 Unit 10.1 Sun, Wind, and Water; identifying signal
words for comparison
Week 14 Unit 10.2 Using Renewable Energy Resources;
vocabulary activities
Week 15 Review Quiz #2 (30%)

                             　　　　　　　　　　                       There
is no final test in the Examination Week.



2019-SJ00009613-69インターミディエイト・イングリッシュⅢ「B ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：2019/08/01　夜２限　　

蒲原　順子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業ではアメリカのテレビドラマを通して、どういう場面
でどういう表現を使うのかという視点で言語機能を学び、そこ
で使われる英語表現を学びます。リスニングが中心となります
が、スクリプトを素早く読んで聞こえる音についていこうとす
る作業を通して速読力を養います。テキストにあるドラマから
選ばれた英語表現はTOEICや英検などの英語資格検定試験にも
対応しています。授業は、ドラマを視聴する前に語彙、表現、
英語のリスニングのポイント（英語の音の特徴）を学び、ドラ
マを視聴して内容を把握した後で正誤問題を解き、部分的な
ディクテーション（書き取り）をします。ドラマを視聴した後
で文法を確認し、言語機能を確認します。最後にドラマの中の
会話文を読んで発話演習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①各Unit の語彙を習得する。(知識・理解)

②自然な速さの英語を聞いて部分的に理解出来るようになる。
(技能)

③言語機能を理解する。(知識・理解)

④テキストにあるよく使われる英語表現を覚える。(技能)

⑤自主的に学習しようとする態度を身につける。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次に学習するUnit を読んで、演習問題を解いてみる。知
らない語彙は調べておく。(40分）
復習：学習した語彙と表現の復習。学習した箇所のリスニング
と音読。(40分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点 10% （到達目標⑤）
・小テスト２０％ (到達目標①④）
・リスニングテスト２０％ (到達目標②）
・定期試験５０％(到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with glee
[Author(s)]角山照彦、Simon Capper (編集）
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各Unit 終了後に語彙と表現の小テストをします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方。小テスト。
2.Unit 1  New Direction:励ます表現、動名詞
3.Unit 2 What's the other option?: 決意を示す表現、仮定法
4. Unit 3 You're Leaving Us?: 驚きを示す表現、現在完了形
5. Unit 4 Don't Stop Believing : 説得する表現、関係詞
6. Unit 5 He's Not Coming: 謝罪の表現、不定詞
7. Unit 6 I Want In: 称賛の表現、分詞
8. 中間まとめ。リスニングテスト
9. Unit 7 Where iIs Everybody?: 落胆を示す表現、関係詞
10. Unit 8 You Inspire People: 話を切り出す時の表現、使役
動詞
11. Unit 9 He Doesn't Belong Here: 感謝を表す表現、進行形
12. Unit 10 So Be It: 会話を打ち切る表現、受動態
13. Unit 11It's a Win-Win for Both of Us: 確認表現、不定代名
詞
14. Unit 12 Thanks for Telling Me: 打ち明ける際に使う表
現、仮定法
15. 後半まとめ、リスニングテスト



2019-SJ00009613-70インターミディエイト・イングリッシュⅢ「B ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice TOEIC and other test taking
skills (IELTS;TOEFL).
Students will complete activities related to the 4 skills of listening, speaking,
reading and writing.
Students will complete weekly homework and study for weekly mini-tests.
A mid-term test in Week 7, and a final test in Week 15
While test taking practise will focus on listening and reading, the class will
also involve speaking and writing activities.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn to identify different types of questions and distractors in
multiple choice tests.(知識・理解)

2. Students will learn test-taking strategies to maximise scores in tests such as
TOEIC / IELTS / TOEFL. (技能)

3. Vocabulary knowledge will improve.(知識・理解)

4. Reading skills for multiple choice reading sections of tests will improve.(技
能)

5. Listening skills for multiple choice listening sections of tests will improve.
(技能)

6. Writing skills will improve, aiding reading comprehension.(技能)

7. Speaking skills will improve, aiding listening comprehension.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/
interview, journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
20% - Classwork and Activities (到達目標1,2,3,4,5,6,7)
20% - Reading, Writing and Vocabulary Homework (到達目標1,3,4,5,6)
20% - Listening and Speaking Homework (到達目標6,7)
20% - Midterm TOEIC Bridge Test (到達目標1,2,3,4,5)
20% - Final TOEIC Bridge Test (到達目標1,2,3,4,5)
Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during
class; for checking phone during class; for not concentrating during class; for
speaking Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with
teacher’s instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will effect
your overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given
by the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Intermediate Course for the TOEIC Bridge® Test／中級
TOEIC Bridge® Test 集中コース(別冊Practice Test付き)
[Author(s)] Alex Cameron／Eric J. Miller／Jeffrey Stewart／
Simon Wilkins／大薗修一／川嶋真由美／保家信太郎／與古
光 宏
[Publisher] Shohakusha Publishing
[ISBN] 978-4-88198-692-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 - Introduction; Course information; Unit 1 Activities /
Grammar and Writing Activities
2 - Unit 2 Activities 2 / Homework 1 / Grammar and Writing
Activities
3 - Unit 3 Dining Out 1 / Homework 2 / Grammar and Writing
Activities
4 - Unit 4 Dining Out 2  / Homework 3 / Grammar and Writing
Activities
5 - Unit 5 Entertainment 1 / Homework 4 / Grammar and Writing
Activities
6 - Unit 6 Entertainment 2 / Homework 5 / Grammar and Writing
Activities
7 - Mid-Term Test
8 - Unit 7 At Home 1 +  Unit 8 At Home 2 / Homework 6 /
Grammar and Writing Activities
9 - Unit 9 At Work 1 / Homework 7 / Grammar and Writing
Activities
10 - Unit 10 At Work 2 / Homework 8 / Grammar and Writing
Activities
11 - Unit 11 At Work 3 / Homework 9 / Grammar and Writing
Activities
12 - Unit 12 Travel 1 / Homework 10 / Grammar and Writing
Activities
13 - Unit 13 Travel 2 / Homework 11 / Grammar and Writing
Activities
14 - Unit 14 College Life 1 +  Unit 15 College Life 2 /
Homework 12 / Grammar and Writing Activities
15 - Final Test / Final submission of homework portfolios



2019-SJ00009613-71インターミディエイト・イングリッシュⅢ「B C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will focus primarily on describing data (charts,
graphs, and maps) in clear and simple English.  Because speaking and
listening skills are emphasized in this class, students must participate
actively.

A final presentation will assess student speaking ability in small
groups and in front of the other students in the class.  Homework is
assigned most weeks, and consists of reading materials, pronunciation
practice, and vocabulary preparation for the following lesson.
Quizzes will be conducted occasionally to check student progress.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will learn grammar and vocabulary for explaining data(知
識・理解)

2 Students will be able to analyze a graph or chart and explain it
clearly (技能)

3 Students will be able to conduct research on a topic and present key
points in English(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on reading a text, practice pronunciation, and preparing for
group discussions.  This work will take two hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
30% Homework and participation　(到達目標1,2,3)
30% Quizzes (x2)　(到達目標1,2,3)
40% Final Presentation　(到達目標1,2,3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
No textbook required.

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction
02: Reading charts and graphs
03: Introducing charts and graphs
04: Talking about graphs
05: Quiz #1; presentation project introductions
06: 10 questions
07: Statements and evidence
08: Statements and evidence
09: Numbers
10: Story
11: overview and transitions
12: Conclusion
13: Quiz #2
14: Presentation Practice
15: Final Presentation



2019-SJ00009614-67インターミディエイト・イングリッシュⅣ「B R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ターナー，ポール

◎－－－　概要　－－－◎

This Intermediate English course aims to develop students'language
ability in the receptive skill of reading and the transmissive skill of
writing. Students will have opportunities to read English in various
contexts, so that they may develop reading comprehension skills,
summarising skills, and learn about literary devices and text
organisation, and increase their vocabulary.

There will be two Review Quizzes (comprising vocabulary, reading
comprehension and writing) in Weeks 8 and 15. Homework includes
weekly vocabulary research, writing exercises, completing unfinished
classwork (i.e., reading comprehension tasks), previewing the next
lesson, and preparing for quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.  Students will learn how to express themselves in the written
English style. (Skill)(技能)

2.  Students will practice reading English quickly and accurately.
(Skill)(技能)

3.  Students will increase their vocabulary to understand contexts of
usage (Knowledge and Understanding)(知識・理解)

4.  Students will actively and positively engage in English learning to
become autonomous learners. (Attitude and Motivation)(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading comprehension and vocabulary, but there might also be
text book exercises to complete.Students should review completed
studies and also preview the next lesson in the text book.(30 min.)
Also, before the two review quizzes, students should review their
homework and the contents of the text book. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation & Diligence  20%
Writing exercises  20%
Review Quizzes (two)  60%
                     
You are expected to participate actively in each lesson. To get a good
Participation & Diligence（ 熱心に勉強して参加すること) score,
you must cooperate, study hard, and show diligence.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  Inside Reading: Intro (2nd edition)
[Author(s)] Arline Burgmeier
[Publisher] Oxford University Press (OUP)
[ISBN] 978-0-19-441626-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in class,
cooperate, complete homework and come to almost all of the
lessons.

Students must bring a dictionary to each lesson.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction, orientation & communicative activity
Week 2 Unit 1.1 An Early Brain Map; learn previewing skill and
vocabulary activities
Week 3 Unit 1.2 Brain Mapping Today; learn pronoun
referencing skill
Week 4 Unit 3.1 Harmful and Helpful Bacteria; identifying
definitions
Week 5 Unit 3.2 Fighting Bacteria; vocabulary activities
Week 6 Unit 5.1 Skyscrapers; identifying examples
Week 7 Unit 5.2 The Growth of Cities; vocabulary activities
Week 8 Review Quiz #1 (30%)
Week 9 Unit 6.1 Food Traditions; identifying time signal words
Week 10 Unit 6.2 Preserving Foods; vocabulary activities
Week 11 Unit 8.1 Museum Theft; using a dictionary
Week 12 Unit 8.2 A Bold Thief; vocabulary activities
Week 13 Unit 10.1 Sun, Wind, and Water; identifying signal
words for comparison
Week 14 Unit 10.2 Using Renewable Energy Resources;
vocabulary activities
Week 15 Review Quiz #2 (30%)

                             　　　　　　　　　　                       There
is no final test in the Examination Week.



2019-SJ00009614-68インターミディエイト・イングリッシュⅣ「B R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/27　夜２限　　

藤原　まみ

◎－－－　概要　－－－◎

映画『Dead Poets Society』を素材に、基礎的な読む能力と書く
能力の養成と伸長を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画を通して英語圏の文化に対して興味を持ち理解するよう努
力できる(知識・理解)

語彙力を高めるよう努力できる(態度・志向性)

句表現(Phrasal Verb)を理解する(技能)

標準的な英文を読解できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の指定したところを事前に読んでおくこと（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への積極的な参加　３０％
（学習状況、課題への取り組みなど。ただ、教室に座っている
だけ、は評価の対象になりません。）
小テストなど　　　　　２０％
定期試験　　　　　　　５０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画総合教材『いまを生きる』
[Author(s)]Osako Tanaka
[Publisher]Tsurumi Shoten
[ISBN]978-4-7553-0368-5
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

１：オリエンテーション& Unit 1 A New Semester
２：Unit 2 Seize the Day
３：Unit 3 An Invitation to Poetry
４：Unit 4 Free Thinkers
５：Unit 5 Dead Poets Society
６：Unit 6 Your Own Voice
７：Unit 7 Poetry Class
８：小テスト
９： Unit 8 Conformity vs. Individuality
１０：Unit 9 Time for Action
１１：Unit 10 Father and Son
１２：Unit 11 A Midsummer Night's Dream
１３：Unit 12 The End of the Society
１４：Unit 13 Betrayal
１５：Unit 14 Oh, Captain! My Captain!



2019-SJ00009614-69インターミディエイト・イングリッシュⅣ「B ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will practice listening and reading in preparation
for the TOEIC test.  In addition to TOEIC skills, this course also
focuses a lot on building vocabulary.
Students are expected to actively participate in each lesson.  There
will be a short quiz at the beginning of class on most days, so students
are expected to be on time.
In addition to the quizzes, there are two TOEIC-style tests.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will learn the style of the TOEIC test(知識・理解)

2 Students will learn TOEIC test-taking skills(技能)

3 Students will study common TOEIC vocabulary (知識・理解)

4 Students will improve listening and reading comprehension(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete vocabulary homework most weeks and
prepare for weekly quizzes.  This work should take 2 hours every
week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:

25% TOEIC Exam 1 (week 8)  　(到達目標1,2,3,4)
25% TOEIC Exam 2 (week 15)   (到達目標1,2,3,4)
40% Quizzes   (到達目標1,2,3,4)
10% Homework and participation   (到達目標1,2,3,4)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Course introduction
Week 2: Campus Life
Week 3: Student Life
Week 4: Eating & Drinking
Week 5: Shopping
Week 6: Health
Week 7: Business Situations
Week 8: Exam 1
Week 9: Daily Life
Week 10: Post Offices & Banks
Week 11: Entertainment
Week 12: Trips & Vacations
Week 13: Meetings
Week 14: Jobs
Week 15: Exam 2



2019-SJ00009614-70インターミディエイト・イングリッシュⅣ「B ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：2020/01/27　夜２限　　

蒲原　順子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業ではアメリカのテレビドラマを通して、どういう場面
でどういう表現を使うのかという視点で言語機能を学び、そこ
で使われる英語表現を学びます。リスニングが中心となります
が、スクリプトを素早く読んで聞こえる音についていこうとす
る作業を通して速読力を養います。テキストにあるドラマから
選ばれた英語表現はTOEICや英検などの英語資格検定試験にも
対応しています。授業は、ドラマを視聴する前に語彙、表現、
英語のリスニングのポイント（英語の音の特徴）を学び、ドラ
マを視聴して内容を把握した後で正誤問題を解き、部分的な
ディクテーション（書き取り）をします。ドラマを視聴した後
で文法を確認し、言語機能を確認します。最後にドラマの中の
会話文を読んで発話演習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①各Unit の語彙を習得する。(知識・理解)

②自然な速さの英語を聞いて部分的に理解出来るようになる。
(技能)

③言語機能を理解する。(知識・理解)

④テキストにあるよく使われる英語表現を覚える。(技能)

⑤自主的に学習しようとする態度を身につける。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次に学習するUnit を読んで、演習問題を解いてみる。知
らない語彙は調べておく。(40分）
復習：学習した語彙と表現の復習。学習した箇所のリスニング
と音読。(40分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点 10% （到達目標⑤）
・小テスト２０％ (到達目標①④）
・リスニングテスト２０％ (到達目標②）
・定期試験５０％(到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with glee
[Author(s)]角山照彦、Simon Capper (編集）
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各Unit 終了後に語彙と表現の小テストをします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方。小テスト。
2.Unit 1  New Direction:励ます表現、動名詞
3.Unit 2 What's the other option?: 決意を示す表現、仮定法
4. Unit 3 You're Leaving Us?: 驚きを示す表現、現在完了形
5. Unit 4 Don't Stop Believing : 説得する表現、関係詞
6. Unit 5 He's Not Coming: 謝罪の表現、不定詞
7. Unit 6 I Want In: 称賛の表現、分詞
8. 中間まとめ。リスニングテスト
9. Unit 7 Where iIs Everybody?: 落胆を示す表現、関係詞
10. Unit 8 You Inspire People: 話を切り出す時の表現、使役
動詞
11. Unit 9 He Doesn't Belong Here: 感謝を表す表現、進行形
12. Unit 10 So Be It: 会話を打ち切る表現、受動態
13. Unit 11It's a Win-Win for Both of Us: 確認表現、不定代名
詞
14. Unit 12 Thanks for Telling Me: 打ち明ける際に使う表
現、仮定法
15. 後半まとめ、リスニングテスト



2019-SJ00009614-71インターミディエイト・イングリッシュⅣ「B C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice English speaking skills, combined
with writing activities that build speaking and presentation skills.
Students must complete weekly assignments for homework.
A mid-term test in Week 8, and a final test in Week 15.
While test taking practise will focus on speaking and writing, the class will also
involve listening and the use of some reading materials.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to communicate with confidence on a wide range of
topics (such as food, movies, music, sports, hobbies, travel, etc.)(知識・理解)

2. Vocabulary knowledge of speaking situations will improve.(知識・理解)

3. Students will develop the ability to use various follow-up questions to
maintain conversation.(技能)

4. Students will be able to listen for details and be able to report these details to
class partners and the teacher.(技能)

5. Student’s writing skills will be developed to help communicate their
thoughts in a spoken context. (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/interview,
journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
30% - Classwork / Textbook / Speaking Activities / In class review quizzes / In
class pair and group interaction; interview note-taking;  (到達目標1)
10% - Vocabulary Homework: Meanings and 10x original example sentences
(You must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標2)
10% - Speaking Assignments with assigned partners. Use your notes to submit a
1-minute audio summary of your interview with your partner. (You must submit
10 of 12 Assignments) (到達目標3)
10% - Listening Homework Notes: You must submit 10 of 12 Assignments. (到
達目標4)
10% - Diary Homework: Based on speaking topics for the week. 100 words per
activity. (You must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標5)
15% - Midterm Test (到達目標1-5)
15% - Final Test (到達目標1-5)
Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class;
for checking phone during class; for not concentrating during class; for speaking
Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with teacher’s
instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will effect
your overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given
by the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Conversations in Class (Third Edition)
[Author(s)] Talandis Jr; Vannieu; Richmond; Luc Azra
[Publisher] Alma Publishing
[ISBN] 978-4-905343-12-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 "Course overview (content, expectations, materials,
assessment, etc.) / Introductory activities / Speaking: Getting
started / The Three Golden Rules"
2 "Detailed explanation of homework activities / Speaking:
Unit 1.1 - Exchanging basic information / Vocabulary:
Introduction
3 "Vocabulary: List 1 sentences / Continuation of homework
explanations from class 2"
4 "Speaking: Unit 1.2 - Majors, school years, and clubs /
Writing: Task 1 / Listening: Task 1"
5 "Vocabulary: List 2 sentences / List 1 quiz /
Communicative activities (focus on one or more skills)"
6 "Speaking: Unit 1.3 - Part-time jobs / Writing: Task 2 /
Listening: Task 2"
7 "Speaking: Unit 1 mini-test / Vocabulary: List 3 sentences
/ List 2 quiz / Communicative activities (focus on one or more
skills)"
8 Mid-Term Test / “Speaking: Unit 2.1 - Daily routines /
Writing: Task 3 / Listening: Task 3"
9 "Vocabulary: List 4 sentences / List 3 quiz /
Communicative activities (focus on one or more skills)"
10 "Speaking: Unit 2.2 - Hardest/easiest days of the week /
Writing: Task 4 / Listening: Task 4"
11 "Vocabulary: List 5 sentences / List 4 quiz /
Communicative activities (focus on one or more skills)"
12 "Speaking: Unit 2.3 - Spending time / Writing: Task 5 /
Listening: Task 5"
13 "Speaking: Unit 2 mini-test / Vocabulary: List 5 quiz /
Communicative activities (focus on one or more skills)"
14 "Speaking: Review - Units 2 & 3 / Writing: Task 6 /
Listening: Task 6"
15 Final Test / “Speaking: Unit 1 & 2 speaking test /
Reading: Extensive reading review - 1st half of the course /
Communicative activities (focus on one or more skills)"



2019-SJ00009601-72フレッシュマン・イングリッシュⅠ「S R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　使用テキストは、アメリカのオンライン科学雑誌Science
Nowから選んだ記事です。
　聴きとり問題、正誤問題、文法問題を含めての問題を解き、
読んだり、聴いたりしているうちに、必ず力がつくはずです。
テキストには英語の質問や、注釈がたっぷりついています。
　毎回、英語で小テストをします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会・文化に対する一般的知識をつけます。(知識・理解)

英語、とくに読解とリスニングの力をつけます。(技能)

積極的な態度で授業を受けます。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

学習したばかりのものが頭脳に効率よく定着するように、でき
れば当日中に復習をする習慣を身につけましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加態度、小テストなど平常点　50%
定期試験　50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎回ひとつずつunitをこなします。
1.Self-cleaning clothes
2.Wet-dog physics
3.Hot technology
4.Elephant songs
5.Origin of mummies
6.Tracing a gem's origins
7.Costs of missing sleep
8.Lasers of a feather
9.Paralyzed rats
10.Threatened coral
11.Mamals feel the heat
12.Sugar-pill medicines
13.Food web
14.Climate coolers
15.まとめ



2019-SJ00009601-73フレッシュマン・イングリッシュⅠ「S R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能のうち、リーディングとリスニングの力を養う。
リーディングでは、様々な題材の英文を読んで内容を理解する
とともに、文章の構成について学び、さらに、英語の構文や文
法、語彙の習得も目指す。リスニングでは、一度読んで内容や
語彙、構文を理解した英文を聴くことで、無理のないリスニン
グのトレーニングをしていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本の文化についての400語程度の平易な英文を読み解くこ
とができる。(技能)

②テキスト内の全ての語彙(最低でも見出し語120語)を身につけ
る。(知識・理解)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのVocabulary Checkを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文の理解力等を総合的に評価
する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Surprising Japan! 日本の不思議
[Author(s)]Alice Gordenker, John Rucynski
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-675-2
[Comments]テキスト価格￥1900、山本橋が表紙のテキスト
です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 和菓子 v. 洋菓子（Are Japanese sweets healthier?）
3 Unit2 ワイプ（What are those annoying boxes on Japanese
TV?）
4 Unit3 ホワイトデー（Why don't Japanese men give presents
on Valentine's Day?）
5 Unit4 コインの穴（Why are there holes in Japanese coins?）
6 Unit5 遠足（WHｙdo Japanese schoolchildren taｋe trips to
parks?）
7 Unit6 マンホールの蓋（Why are Japan's manholes so
pretty?）
8 Unit7 耳かき（Why do Japanese put sticks in their ears?）
9 Unit8 音読（Why do Japanese students still read aloud?）
10 Unit9 のし袋（Why do Japanese put money in envelopes?）
11 Unit10 橋名（Why do Japanese bridges have names?）
12 Unit11 保護者会（Why don't Japanese parents praise their
children?）
13 Unit12 石垣（How are those stone walls built?）
14 Unit13 夜回り（Why do Japanese bang sticks at night?）
15 Unit14 いじめ（Why are good students bullied?）



2019-SJ00009601-74フレッシュマン・イングリッシュⅠ「S R&L-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to improve their speaking,
listening and reading skills and get familiar with different countries
and different cultures.
Students will be divided into six groups. Each week, one group of
students will make a presentation related to the content of the previous
class.
Each week, before the class ends, students will also be assigned
homework for the next week.
Every  four weeks, there will also be a test based on the content of
previous classes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(技能)

2. Students will have a basic knowledge of different courties and
different cultures and gain the confidence to communicate in
English.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to become an
automous English learner.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標3)
Presentations (2 times): 25% (到達目標2, 3)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 2)
Written report: 20% (到達目標2, 3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Globe Trotters
[Author(s)] Carmella Lieske
[Publisher] Cengage learning
[ISBN]978-1-285-19750-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Each week, before the class starts, one group of students will make a representation
related to the content of the previous class.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the next
week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to the final
score.

Students must prepare for the tests carefully and attend the tests.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination period.
There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction [Unit 1 Spain]

Week 2
Unit 2 China/ Homework: prepare a presentation on the topic "China"

Week 3
Presentation/ Unit 3 Peru/ Homework: prepare a presentation on the topic "Peru"; learn
words on page 26

Week 4
Presentation/ Unit 4 Tokyo/ Homework: prepare a presentation on the topic "Manners in
Japan"; finish questions on page 31

Week 5
Test 1 (Unit 1̃4)/ Presentation/ Unit 5 New York City/ Homework: prepare a presentation
on the topic "My favorite New York thing"

Week 6
Presentation/ Unit 6 Antarctica/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Antarctica"; finish questions on page 47̃48

Week 7
Presentation/ Unit 7 India/ Homework: prepare a presentation on the topic "India"

Week 8
Presentation/ Unit 8 New Zealand /Homework: prepare a presentation on the topic "New
Zealand"

Week 9
Test 2 (Unit 5̃8)/ Presentation/ Unit 9: Africa/ Homework: prepare a presentation on the
topic "Africa"; learn words on page 68

Week 10
IELTS Reading practice

Week 11
Presentation/ Unit 10 Cambodia/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Cambodia"; finish questions on page 71

Week 12
Presentation/ Unit 11 Egypt/ Homework: prepare a presentation on the topic "Pyramids";
learn words on page 78

Week 13
Presentation/ Unit 12 Italy/ Homework: prepare a presentation on the topic "Italy"; finish
questions on page 89

Week 14
Test 3 (Unit 9̃12)/ IELTS reading practice

Week 15
Final presentation/ Written report collection



2019-SJ00009601-75フレッシュマン・イングリッシュⅠ「S R&L-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

岡　俊房

◎－－－　概要　－－－◎

Reading（おもに「精読」と「朗読（音読）」）とListening（お
もに精聴）の演習を行う。また、速読や多聴の効果的方法につ
いても学ぶ。
　事前・事後学習としては、ＣＤ付の教科書の解説・対訳を参
考にして、（１）英文の音声を聴き、（２）語彙や構文を確認
し、（３）英文を書き写し、（４）音読する。随時小テストを
実施する。
　音源として有名なスピーチ等の本人音声等が収録されている
付録ＣＤをスマートフォン等に取り込んで、いつも聴いて音楽
のように楽しんで、言葉の持つ「音」の力を感じてほしい。
（YouTube等で関連動画も検索可能）

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語読解およびリスニングに必要な語彙･文法に関わる基本的
な知識を身につける。(知識・理解)

英語読解およびリスニングに必要な基本的「読解力」を身につ
ける。(技能)

異なる世界への窓となる英語（外国語）を積極的に学ぶ態度を
身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
（１） チャプター冒頭の”About the Story”を読んで「背
景」を理解する。
（２） ＣＤで英文の音声を聴いて、「音」を味わう。
（３） 可能なら、ＤＶＤやYouTube動画を見る。
（４） 対訳を読んで「内容」を確認する。
（５） 英文を「一読」する。
（６） もう一度英文を読み、知らない「語句」を注釈・対
訳・辞書で意味を確認する。
（７） 英文を見ながらＣＤ音声を聴いてどのように「声」
を出しているか確認する。
【復習】
（８）ＣＤにあわせて音読する。
（９）ＣＤ無しで音読する。
（１０）スマートフォンなど入れて「通学中」に繰り返し聴
く。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点５０％（学習状況、小テスト等）
・定期試験５０％
（いずれも全到達目標に関して総合的に評価します。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「感動する英語！」
[Author(s)] 近江　誠
[Publisher]文藝春秋
[ISBN] 4－16－365510－7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業のイントロ
２．チャールズ・チャップリン「独裁者」（１）
３．チャールズ・チャップリン「独裁者」（２）
４．チャールズ・チャップリン「独裁者」（３）
５．ビル・クリントン「不適切な関係」（１）
６．ビル・クリントン「不適切な関係」（２）
７．ビル・クリントン「不適切な関係」（３）
８．ピーター・シェファー「アマデウス」（１）
９．ピーター・シェファー「アマデウス」（２）
10．ピーター・シェファー「アマデウス」（３）
11．キング牧師「私には夢がある」（１）
12．キング牧師「私には夢がある」（２）
13．キング牧師「私には夢がある」（３）
14．キング牧師「私には夢がある」（４）
15．キング牧師「私には夢がある」（５）
（進行状況により調節します。）



2019-SJ00009601-76フレッシュマン・イングリッシュⅠ「S R&L-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

古川　武史

◎－－－　概要　－－－◎

スポーツの背景にある文化や歴史を紹介したリーディングとそ
れに関連した会話が教材となったテキストを用い、語彙力の増
強、文法事項の復習および発展、リーディング力，リスニング
力の強化を目的とし、演習形式で授業を進めていきます。した
がって、毎回の予習は必要不可欠です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読んで、内容を理解する。(技能)

英文を聞いて、内容を理解する。(技能)

伝えたいことを英語で表す。(技能)

使える語彙を増やす。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習: Vocabulary Quizをやっておく。Readingを読み、知ら
ない単語等があれば，辞書で調べ、訳しておく。Reading
Comprehension,Listen to the Dialogue, Write and Speakなどの問題
も解いておく。
事後学習: 学習したUnitのReadingを読み直し、Listen to the
Dialogueを再度聞く。授業で学習したことを確認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、予習の有無、授業中の態
度、小テストなど授業に臨む姿勢、期末テストを総合的に評価
します。期末テスト(60%)、小テスト（20％）、授業に臨む姿
勢(20%)　
欠席が多くなると、授業の理解度が低下するばかりか、演習
（授業に臨む姿勢）や小テストでの評価がなされず、単位取得
が難しくなる場合があります。
なお、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Spotlight on Sports
[Author(s)] Allan, A.他著
[Publisher]Kinseido
[ISBN]978-4-7647-4026-6

◎－－－　参考書　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業には辞書を持参し、必ず予習をして臨んでく
ださい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1．はじめに　授業目標と進め方
  2．辞書の使い方
  3．Unit 1 The Long Wait
  4．Unit 2 Olympic Volunteers
  5．Unit 3 Male Sports? Female Sports?
  6．Unit 4 Competition
  7．Unit 5 A Glamorous Life?
  8．Unit 6 Energy Drinks
  9．Unit 7 Helping Your Opponent
10．Unit 8 Ghost Goals
11．Unit 9 Ritual and Superstitions
12．Unit 10 The Cutting the Edge
13．Unit 11 Match-Fixing
14．Unit 12 Heroes Inspires Heros
15．期末テスト



2019-SJ00009601-77フレッシュマン・イングリッシュⅠ「S R&L-6」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

吉村　治郎

◎－－－　概要　－－－◎

１．ウィットと意外な結末に満ちた楽しい小話を題材にした英
語教科書を使用し、英語の読解のたのしさを味わいながら、リ
スニング能力と作文能力も併せて養成します。

２．毎回宿題を出し担当者に次の授業で発表していただきま
す。

３．必要に応じて英会話教材を使用してリスニング能力を高め
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．単なる英文解釈ではなく、英語を書かれた順に素早く読む
能力を養成する(技能)

２．文中の英文を利用して作文能力も高める(技能)

３．リスニング能力も併せて養成する(技能)

４．英米の文化に対する理解を深める
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

〇予習：授業で取り上げる予定の英語本文をパラグラフ単位で
読み、文の要旨を把握する。その際、一文ずつこだわりながら
辞書を引いて読むのではなく、未知の単語があってもそのまま
読み進めることが大切。そして最後に未知の単語の意味を調べ
る。もう一つ大事な点は、英文和訳をするのではなく、英文を
前から順番に読んで理解することが大切（即読即解）。（30
分）

〇復習：授業で学習した英文をもう一度、予習の時と同じ要領
で読んでいく。次に授業で学んだ点を再点検する。またメモを
した内容をもう一度確認する。（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

〇定期試験（語彙力、英語理解力、英語による自己表現能力、
異文化理解）80％
〇平常点（宿題提出率、授業態度、その他）20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Amusing Tales
[Author(s)]L.A.HIll／安藤賢一
[Publisher]成美堂
[ISBN]4-7919-4023-7　¥1,600
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．授業に熱心に取り組むためには予習が大切です。予習
を通して自分なりの問題意識をもって授業に臨んでくださ
い。
２．出席、授業態度を重視します。欠席の場合は友人を通
して事前に伝言を依頼するか、次の授業で休んだ理由を知
らせてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１つのチャプターを2回の授業でこなしていきます。最初
は本文の理解、次に本文に関する練習問題に取り組みま
す。進度は以下の通り。

カッコ内は学習内容（注　read.＝reading, ex.＝exercise）

1～2：Chapter 1 Two Tunnuls(read.,ex.)

3～4：Chapter 2 A Clever Driver　　　　　　　　　　　　
　(read.,ex.)
5～6：Chapter 7 Safe in the Police-　　　　　　　　　　
station(read.,ex.)
7～8：Chapter 8 Dark Beer to Make You 　　　　         Strong
(read.,ex.)
9～10:Chapter 11 Not Swimming: 　　　　　　　　　　　　
　  Drowning(read.,ex.)
11̃12:Chapter 12 Terrible Food       　　　　　　　　
Drowning(read.,ex.)
13̃14:Chapter 16 Absent-minded 　　　　　　　　　　　　
　  Professor(read.,ex.)
15   :Chapter 20 A Meeting in 　　　　　　　　　　　　
Damascus(read.,ex.)



2019-SJ00009601-78フレッシュマン・イングリッシュⅠ「S R&L-7」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　使用テキストは、現代の諸相を扱った教材です。
　聴きとり問題、正誤問題、文法問題を含めての問題を解き、
読んだり、聴いたりしているうちに、必ず力がつくはずです。
テキストには英語の質問や、注釈がたっぷりついています。
　毎回、英語で小テストをします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

科学に対する一般的知識をつけます。(知識・理解)

英語、とくに読解とリスニングの力をつけます。(技能)

積極的な態度で授業を受けます。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

学習したばかりのものが頭脳に効率よく定着するように、でき
れば当日中に復習をする習慣を身につけましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加態度、小テストなど平常点　50%
定期試験　50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Comprehensive Reading: Getting Key Skills through 15
Topics
[Author(s)]tom Dillon, etc.
[Publisher]鶴見書店
[ISBN]978-4-7533-0378-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎回ひとつずつunitをこなします。
1.Science/technology
2.Sports
3.Health
4.History
5.Psycology
6.Animals
7.Food
8.Art
9.Biography
10.Tourism
11.Social problem
12.Language
13.Literature
14.Culture
15.まとめ



2019-SJ00009602-72フレッシュマン・イングリッシュⅡ「S R&L-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

熊抱　ゆかり

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語の４つの基本技能（読む、書く、聞く、話す）
のうち、「読む」・「聞く」の能力養成を目指す。

講義ではアメリカ旅行の出発から帰国までの場面を扱ったテキ
ストを使用し、様々な状況下での会話問題を聞き、設問に答え
てもらうことにより、リスニング能力を高めることを目標にす
る。実際の英会話においては、英語特有の音の「連結」や「脱
落」などの音声変化を伴う。授業では英語の発音を基礎から復
習し、英語特有の音声変化が理解出来るようになる。また、適
度なリーディングパートで語彙力を伸ばし、速読能力の向上も
目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙力が増す(知識・理解)

速読能力が向上する(技能)

英語の音声変化（音の連結、同化や脱落など）が理解出来る
(知識・理解)

英語の音声を聞いて書き取る能力が向上する(知識・理解)

今後はTOEICなどの資格試験を受験してみたいと思うようにな
る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲の予習をしてくること。（60分）
テキストの音声ファイルをダウンロード（無料）し、授業中に
行った英語特有の「音声変化」やリスニングパート等の復習を
必ずすること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績を60点、授業態度(授業への積極的な参加20点
と発表・予習状況等20点)を40点で評価する

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Travel English at Your Fingertips-Revised Edition
[Author(s)] 島田拓司　他
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 978-4-7919-7185-5

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の進度に合わせて必ず予習をすること。携帯電話は必
ず電源を切り使用しないこと。マナーを守って授業に臨ん
で下さい。辞書持参で授業に臨むことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.UNIT1: In-Flight Announcements
2.UNIT2: At Immigration and Customs
3.UNIT3: Getting to a Hotel
4.UNIT4: Checking into a Hotel
5.UNIT5: Checking in without a Reservation
6.UNIT6: At a Restaurant
7.UNIT7: Taking the Subway
8.UNIT8: At a Fast-Food Restaurant
9.UNIT9: Hotel Service
10.Placement test
11.UNIT10:Booking a Tour
12.UNIT11: Health Care
13.UNIT12: Shopping
14.UNIT13: Making Complaints
15.UNIT14: Dealing with Problems



2019-SJ00009602-73フレッシュマン・イングリッシュⅡ「S R&L-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

下條　恵子

◎－－－　概要　－－－◎

英語力の習得という目標の中でも、「読む」「聞く」ための能
力養成を目指します。リーディングにおいては、英語の論理構
造や英語独特の口語表現に注意しながら、英文の概要や要点さ
らには書き手の意図を正確に把握することを目指します。リス
ニングにおいても概要や要点、さらに話し手の意図を理解でき
るように、映像を交えた聞き取り練習をふんだんに実施しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・ 英語圏のニュースを通じて、現代の標準的な英文を読
解・聴解する能力を身につける。(技能)

・ 現代の英語メディアを理解するための語彙を身につけ
る。(知識・理解)

・ 現代の英語メディアを理解するための文法、構文、論理
などを理解する。(知識・理解)

・ ノートテイキングなどの作業を通じて、概要や要点を理
解する方法を習得する。(技能)

・ 事実情報とキャスターの意見を分けて把握できるように
なる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・ 毎回授業の最初に授業内容に係る予習課題の小テストを
実施するので、指定された表現や語彙を学習しておくこと。授
業時間外の学習時間：約90分

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・ 定期試験（70％）では主に以下の点を評価します：
１）ニュース英語の読解・聴解を通して、概要を把握できる。
２）ニュース英語を通して、要点を把握できる。３）ニュース
英語の読解・聴解を通して、時事情報とキャスターの意見を分
けて把握できる。

・ 小テスト（20%）では主に以下の点を評価します：
１） ニュース英語を理解する上で必要な英語表現を習得し
ている。

・ 授業での貢献（10%）では主に以下の点を評価します：
１） 授業に意欲的に参加し、発表や質問などでクラスに貢
献している。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] CNN 10 Vol.1
[Author(s)] Fuyuhiko Sekido et al.
[Publisher] 朝日出版社
[ISBN] 978-4-255-15623-1　
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業の最初に小テストを行なうので遅刻のないよう
に注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: 授業に関するガイダンスおよびウォーム・アップ演習
2: U1 Why Do English Keyboards Have QWERTY?（ITの英語
表現）
3: U2 How to Avoid Fake News（メディアの英語表現）
4: U3 Cooking for the Community（社会学の英語表現）
5: U4 The First Shinkansen（テクノロジーの英語表現１）
6: U5 Japan’s Maglev Train（テクノロジーの英語表現２）
7: U6 Monitoring Shoppers（マーケティングの英語表現）
8: U7 A Teenager Fights Cyberbullying（教育の英語表現）
9: U8 Sugar Guidelines（栄養学の英語表現）
10: プレイスメント・テスト
11: U9 Trying to Fill Cinemas with 4DX（映像技術の英語表
現）
12: U10 New Technology for the 2020 Tokyo Olympics（科学
技術政策の英語表現）
13: U11 New Technology in Medicine（医療技術の英語表
現）
14: U12 Training to be a Santa（異文化考察の英語表現）
15: 総括、リスニング・テスト

*U=Unit



2019-SJ00009602-74フレッシュマン・イングリッシュⅡ「S R&L-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

山内　ひさ子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC500点～550点程度の英語のリーディング力とリスニング
力を養成する。英文エッセイの構文を理解することにより、内
容理解力の養成を図る。ディクテーションなどによりリスニン
グ力の向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC550点程度の英語力(技能)

英文エッセイの構想を知る(知識・理解)

課題提出(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回語彙小テストをするので、前週の学習内容をよく復習して
おくこと。また、課題を頻繁に課すので、毎回提出すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
語彙小テスト・課題提出　　30％
語彙中間テスト　　　　　　20％
語彙後半テスト　　　　　　20％　
定期試験　　　　　　　　　30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Outlook on Science and Technology：Skills for Better
Reading III
[Author(s)] Yumiko Ishitani, Suzanne Embury
[Publisher]　南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17535-3
[Comments]　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持ってくること

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　コースオリエンテーション
第2回　Unit 1　Reasons/Conclusions
第3回　Unit 2  Analysis（Social 　　
　　　　　　　　　Phenomena）,
　　　　　　　　  Unit 1 語彙小テスト
第4回　Unit 3  Analysis (Evidence),
　　　　　　　　  Unit 2 語彙小テスト
第5回　Unit 4  Controversy,
　　　　　　　　　Unit 3 語彙小テスト
第6回　Unit 5  Comparison/Contrast,
　　　　　　　　  Unit 4 語彙小テスト
第7回　Unit 6  Classification,
　　　　　　　　　Unit 5 語彙小テスト
第8回　Unit 8  Cause ＆ Effect,　
　　　　　　　　　語彙中間テスト
第9回　Placement Test
第10回　Unit 9 Process Analysis
第11回　Unit 10 Explanation (Theory), 　　　　　　　　　
Unit 9 語彙小テスト
第12回　Unit 11 Definition
 　　　　　　　　　Unit 10 語彙小テスト
第13回　Unit 12 Explanation　
　　　　　　　　　（Experiment)、
　　　　　　　　　　Unit 11 語彙小テスト
第14回　Unit 13 Graph Analysis,
　　　　　　　　　　Unit 11 語彙小テスト
第15回　語彙後半テスト、授業のまとめ

授業の進行速度や学習順序は、学生の理解状況により変え
ることがあります。　　　



2019-SJ00009602-75フレッシュマン・イングリッシュⅡ「S R&L-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will practice reading and listening for
academic and everyday life. Weekly vocabulary and review
homework will be assigned. Weekly quizzes will be based on each
week's homework. There will be a review test in Week 15 to review
important points from the course.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop listening and reading fluency for academic
study and everyday communication. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 40%
Homework and class participation 15%
Review test 45%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Text] Reading Explorer Split Edition 1A
[Authors] Nancy Douglas, David Bohlke
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-1-305-62803-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Active participation in class and completion of class activities is
required.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Unit 1a: The incredible dolphin
2. Unit 1b: Musical elephants
3. Unit 2a: The trip of a lifetime
4. Unit 2b: Adventure island
5. Unit 3a: Hip-hop planet
6. Unit 3b: A musical boost
7. Unit 4a: Life beyond earth?
8. Unit 4b: Living in space
9. Unit 5a: Global cities
10. Placement test
11. Unit 5b: Rio reborn
12. Unit 6a: In one cubic foot
13. Unit 6b: A world within us
14. Review and practice test
15. Review test (45%)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとライティングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、現代の標準
的な英文を読解し、英語で発信する能力を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、確認テストを行うので、指示のあった箇所の復習を各自
で必ず行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（授業中の積極的な姿勢を評価します。）
小テスト20％　（合計10回）
クラス内テスト40％　(Reading 20% Listening 20%)　

尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点し
ます。
授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価
ができないため、単位取得が難しくなる場合があります。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. プレイスメント・テスト
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括



2019-SJ00009602-77フレッシュマン・イングリッシュⅡ「S R&L-6」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

岩本　弓子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の4技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指す。学生向けに放送される実際の英語ニュースを視聴し
ながら、リーディングに関しては、英語の論理構造、パラグラ
フの構成に注意し、平易な英語ニュースの概要、要点を素早く
かつ正確に読み取れる技術の習得を目指す。また時事的な内容
に少しでも多く触れて、現在どのようなことが英語圏で話題と
なっているかという、知識そのものを増やしていく。リスニン
グでは、基礎的な聞き取りを多く取り入れつつ、生の英語に少
しでも慣れるような練習を実施する。リスニング、リーディン
グともにニュースで使用される語彙の学習を通して実際の場面
で使用される頻度が高い語彙を学び語彙力の向上を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語ニュースの語彙、英語表現に親しみ少しでも理解できるよ
うになる。(知識・理解)

アメリカの若い世代向けのニュースを通して実際アメリカで話
題となっている問題を知り、自分自身の経験や日本と比較しな
がら、自分の考えが持てるようになる。(知識・理解)

生の英語ニュースの英語を少しでも多く聞き取れるようにな
る。(技能)

ニュースの内容ができるだけ正確に読み取れるようになる。
(技能)

学習したニュースだけではなく自分自身で興味のある英語
ニュースを探して視聴してみる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

あらかじめ付属のCDを聞き本文に一通り目を通し、わからな
い単語を調べておくこと。（15分）
和訳部分を自分で訳してみる事。（15分）
終了した単元のニュースのCDを繰り返し視聴すること。（15
分）
終了した単元ごとに単語の復習をし、英文の意味を考えながら
再度読んでみる事。（15分）
授業で学習したことを踏まえて和訳部分をもう一度正確に訳し
てみる事。（15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点25％（授業中の態度、自主的な発表をポイント制で点数
化する。単語の理解度、リスニングでどれだけ聞き取れたか、
和訳部分が自分の力でどれだけ訳せるかを評価する20％　教師
の問いかけに自分の意見がきちんといえるかを評価する5%）
語彙小テスト10％(単語をどのくらい理解し覚えているかを評
価する）
定期試験65％（語彙をどの程度理解し記憶できているか、英文
がどのくらい正確に読めているかを評価する。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CNN 10 ― Student News ―Vol.2
[Author(s)]F.Sekido, M.Kogure, J.Arnold, K.Ikeda & K.Cho
[Publisher]ASAHI PRESS
[ISBN]9784255156330
[Comments]定価1800円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。スマートフォンの辞書
の使用は教室内では不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．Introduction: 授業の進め方、評価方法の説明
ニュース英語の特徴。Unit 1 A Look at Gold
2. Unit 1 & Unit 2 Daylight Savings
3. Unit 2 & Unit 3 Making Libraries
4. Unit 3 & Vocabulary/Idioms in the News No.1
5. Unit 4 Pyramid Tech
6. Unit 4 & Unit 5 Pigments
7. Unit 5 & Unit 6 Shopping Tech
8. Unit 6 & Vocabulary/Idioms in the News No.2
9. Unit 7 Origami
10.Placement Test
11.Unit 9 Nigerian Women's Bobsled Team
12.Unit 9 & Vocabulary/Idioms in the News No3
13.Unit 10 Zoo Dog
14.Unit 10 & Unit 11 Google Before Google
15.Unit 11  まとめ、定期試験に関する説明

◎－－－　URL　－－－◎

http://edition.cnn.com
(cnn10/)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

岡裏　佳幸

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、カナダ人と日本人のダイアローグを用いて、
リーディングとリスニングの力を養成するとともに、ライティ
ング、スピーキングの能力の養成にも努める。リーディングに
ついては、各ユニットのDialogue、Tips from the Expertsを正確
に読み解く方法を指導する。また、リスニングについては、
Words & Phrases、Useful Expressionsで語句、会話表現を解説し
た後、ナチュラルスピードのDialogueを聴き取る方法を指導す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会話に必要な語句、口語表現を習得することができる。(知
識・理解)

ナチュラルスピードのDialogueを聴き取ることができるように
なる。(技能)

ネイティブスピーカーと会話することができるようになる。
(技能)

積極的に課題に取り組み、自律的学習を行うことができるよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習]
繰り返し音声を聴き、すべての設問に解答するように努めるこ
と。
[復習]
ダイアローグの内容を理解した上で、繰り返し音声を聴き、発
話練習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
学習状況、復習テスト、定期試験等で総合的に評価する。
　　学習状況　　　　　　　　　　　　　　40%
　　復習テスト　　　　　　　　　　　　　40%
　　定期試験　　　　　　　　　　　　　　20%
学習状況については、授業中のペアワークなどへの取り組み、
授業外学習における課題への取り組みによって、評価する。
全回出席し、授業に参加することを前提として、成績評価を行
う。したがって、欠席した場合、その回の学習機会を失うこと
になるため、1回につき－6点、とする。なお、授業開始後20分
までに入室した場合は、遅刻扱いとし、－2点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　　　Cross-cultural Communication: A Course
Featuring Genuine English in Authentic Situations　『ダイア
ローグで学ぶ異文化』
[Author(s)]　Yoshiyuki Okaura & Paul Gregory Quinn
[Publisher]　SANSHUSHA
[ISBN]　　　978-4-384-33468-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。
他の科目の教材等を机の上、中に置かないこと。
授業中の居眠り、携帯電話・スマートフォンの使用、飲
食、無断退室を禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Introduction：授業の進め方等
　　　第2回から、テキストに沿って各章のテーマに
          ついて指導する。
2.  Unit 1  Answering Questions from an
       Immigration Officer
3.  Unit 2  Asking Airport Staff about Public
       Transportation
4.  Unit 3  Asking a Taxi Driver about Destination
5.  Unit 4  Answering Questions at the Hotel
       Front Desk
6.  Unit 5  Asking the Staff at the Student Office
       about Registration
7.  Unit 6  Talking about Your Major with the
       Professor
8.  Unit 7  Asking about Stock at the Bookstore
9.  Unit 8  Participating in a Potluck Party
10.  プレイスメント・テスト
11.  Unit 9  Going Shopping
12.  Unit 10  Seeing a Doctor at a Clinic
13.  Unit 11  Asking the People in Town about
       Local Events
14.  復習テスト
15.  復習テストの解説とまとめ
※毎回、各ユニットのWords & Phrases、Useful
Expressions、Grammar Pointsの説明、First Listening、Second
Listening、Third Listening、Dialogueの解説、Tips from the
Experts、Sentence Buildingの順に進める。



2019-SJ00009603-88フレッシュマン・イングリッシュⅢ「S ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

坂田　直樹

◎－－－　概要　－－－◎

リスニング、リーディングパートから構成されるTOEICについ
て、以下の各方法をとることで、スコアの上昇、並びに、ビジ
ネス英語知識の基礎を形成することを目指します。授業内で
は、ウェブサイト上で練習問題の演習を行い、解答状況を把握
することで、学生の皆さんの正解率を反映した、よりポイント
を絞る形での内容解説を行います。

リスニングパート
「英語の音声→意味」という回路が頭の中に出来上がるよう
に、発音等のトレーニングも含めた形で、英語の音声情報の習
得を目指します。また、現在ある知識が本来のスコアとして反
映されるために、TOEIC受験の際に求められる、パート毎の基
本的な解答ストラテジーを指導します。

リーディングパート
文法SVO等の語順を中心に、整理した形で文法学習を行い、
TOEICの問題に備えます。また、将来的にビジネス場面でのE
メールが書けることも視野に入れて、実践的な文法力が身につ
くことを目標とします。文書読解TOEICで求められる速読力を
つけるために、文章を局所的にだけではなく、大局的に読み取
る力を身につけられるように指導します。そのため、つなぎ言
葉や基本的な文章の構造、スキャンニングやスキミング等のス
トラテジーを紹介します。結果として、卒業後皆さんが目にす
る可能性がある、比較的分量の多い文書についても、臆するこ
となく冷静に対処し、意味を把握する力がつくことを目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各ストラテジーを習得し、現時点の実力が反映される形で
TOEICのスコアが上がる。(技能)

将来のビジネス場面での英語使用に備えて、音声・文法・速読
知識を獲得する。また、それに伴って、TOEICのスコアが上が
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で扱ったポイントについて、各自復習を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト2回：各25％
定期試験：50％
計100％
（それぞれ、ストラテジーの理解、文法知識、リスニング力、
読解の到達度を図ります）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] EXTREME STRATEGIES FOR THE TOEIC®
LISTENING AND READING
[Author(s)]濱崎潤之輔
[Publisher]松柏社
[ISBN] 978-4-88198-735-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スコアアップのためのストラテジー（解答方略）を取り扱
い、小テストも実施しますので、授業では問題を解くだけ
でなく、どのようにすれば英語を聞き取れるか、読めるか
ということを、常に自分で考える習慣をつけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 U1 Listening: Part 1 (1)　Reading: Part 5 (1)
第2回 U2 Listening: Part 2 (1)　Reading: Part 6 (1)
第3回 U3 Listening: Part 3 (1)　Reading: Part 7 (1)
第4回 U4 Listening: Part 4 (1)　Reading: Part 7 (1)
第5回 小テスト1
第6回 U5 Listening: Part 1 (2)　Reading: Part 5 (2)
第7回 U6 Listening: Part 2 (2)　Reading: Part 6 (2)
第8回 U8 Listening: Part 1 (3)・Part 2 (3)　Reading: Part 5
(3)・Part 7 (2)
第9回 U9 Listening: Part 3 (2)・Part 4 (2)　Reading: Part 6
(3)
第10回 小テスト2
第11回 U10 Listening: Part 1 (4)・Part 2 (4)　Reading:
Part 5 (4)・Part 7 (2)
第12回 U11 Listening: Part 3 (3)・Part 4 (3)　Reading:
Part 7 (3)
第13回 U12 Listening: Part 2 (5)・Part 3 (4)　Reading:
Part 5 (5)・Part 7 (3)
第14回 U13 Listening: Part 4 (4)　Reading: Part 7 (4)
第15回 小テスト3

◎－－－　URL　－－－◎

授業サイト
(https://sites.google.com/site/nsakata2027/toeic)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

正宗　聡

◎－－－　概要　－－－◎

　各種の英語資格検定のうち、社会的ニーズの高いとされてい
る TOEIC試験を扱った教材をもとに、もしこの試験を受けるこ
とがあれば、少しでも役立つようなことをお伝えする授業で
す。この授業において、リスニング力、リーディング力をト
レーニングしたいと思います。この二つの能力を支える英語の
基礎力も、みなさんの今の状態よりも向上するように、こちら
も努めます。なお、１回の授業、90分の中で、教材から発展す
るような形で、英語圏の動画による英語の聞き取り、読み取り
なども行いたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のリスニング力が現在よりも向上すること(技能)

英語のリーディング力が現在よりも向上すること（内容把握時
間のスピードアップ）(技能)

英語の基本構造に関する理解を深めること(知識・理解)

英語圏で作られた映像を鑑賞し、異文化を理解すること。(知
識・理解)

積極的に授業に参加すること（宿題、ペア練習等）(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

宿題は毎回、課しますし、その答え合わせを次の授業の初めに
行います。あいている時間をうまく活用して（お昼からの授業
だったら、昼休み早めに教室に来てやるなど）、取り組んでく
ださい。授業中、配るプリントにやるべき宿題を用意していま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記、各到達目標の達成度を評価すべく、基本的には以下の通
りです。

①授業中の作業30パーセント、②定期試験70パーセントです。

授業の進行具合によってはこの割合は多少、変更する場合もあ
ります。その際は、授業にてしっかりとお伝えします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] トピックでめざせ! TOEIC Listening and Reading Test
550 へ"ステップアップ"
[Author] Shogo Mitsutomi ほか
[Publisher]　英宝社
[ISBN] 978-4269660502

◎－－－　参考書　－－－◎

授業が始まってから、必要が生じたときには授業中に紹介
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・予習（復習）をしっかり行い、辞書を毎回、必ず持参し
てください（電子辞書でも構いません）。
・教科書の音声教材は、各自ダウンロードできる形式に
なっています。
・携帯、スマートフォン等、授業中は完全にオフにしてく
ださい。そして何よりも「無駄な」私語を慎んでくださ
い。一生懸命に授業を受けている受講生のかたに迷惑を絶
対にかけてはいけません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書に沿って、以下のように毎回１章のペースで進めた
いと思います。以下、「トピック、テーマ（扱う文法項
目）」の順に記します。

第1回　イントロダクション、日常生活（基本時制）
第2回　買い物（進行形と完了形）
第3回　旅行（助動詞）
第4回　ホテル（受動態）
第5回　レストラン（動名詞と不定詞）
第6回　映画（分詞と分詞構文）
第7回　さまざまなイベント（冠詞と名詞）
第8回　健康（代名詞と限定詞）
第9回　運動とダイエット（関係詞節）
第10回　ビジネス１（形容詞と副詞）
第11回　ビジネス２（比較香文）
第12回　ビジネス３（接続詞と前置詞）
第13回　ビジネス４（仮定法）
第14回　スポーツ（頻出熟語）
第15回　総まとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業はTOEIC対策用の初中級レベルのテキストを用い
て、聴解・文法・読解の総合的な力を養っていきます。
　最初に、Key Vocabularyを確認したあと、Reading　Parts（V-
VII）に進み、文法力・読解力の養成をします。
　次に、Listening Parts (I-IV)にもどり、小テスト形式でチャレ
ンジをしていただきます。解答用紙回収後、スクリプトを配布
して解答の確認をおこないます。この部分は学生用CDに録音
されていませんので、巻末にある自習用のListening Practice
Cornerの対応するユニットの問題にあらかじめチャレンジして
おくことで、小テストに対する準備としてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な文法知識をリストアップして、使えるかたちで修得す
る。(知識・理解)

日常的場面における基本的な英会話のリスニングができる。
(技能)

インターネットやＥメールを媒体とする、基本的で実用的な英
語を読解できる。(技能)

授業内外で真剣に英語の学習に取り組むようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、Key Vocabulary, Reading Parts(V, VI, VII), および巻末に
ある自習用のListening Practice Cornerの対応するユニットの問
題を予習しておくこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価し
ます。

・定期試験：６０％　（基準：基本的文法知識と実用的英語の
読解力）
・毎回提出のListening Parts(I-IV)の成績：２０％
　　　　　　　　　　(基準：日常会話の基本的リスニング
力）
・毎回の学習状況：２０％　（基準：真剣に英語学習に取り組
む姿勢）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]     Power-up Steps for the TOEIC Test
[Author(s)] Hisakazu Tsukano, Atsuko Yamamoto,
            Naoko Osuka and Robert Van Benthuysen
[Publisher] 成美堂
[ISBN]　　　 978-4-7919-0076-3

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:
2. Unit 1: Entertainment
3. Unit 2: Eating out
4. Unit 3: Purchases
5. Unit 4: Health
6. Unit 5: Travel
7. Unit 6: Manufacturing
8. Unit 7: Research & Development
9. Unit 8: Technology
10. Unit 9: Job-hunting
11. Unit 10: Personnel
12: Unit 11: Office Work & Supplies
13: Unit 12: Office Messages
14: Unit 13:　Finance & Budgets
15: 定期試験の諸注意および質問回答
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience and understand how to explain their ideas in
detail.(知識・理解)

Students will gain the ability to speak in front of others.(技能)

Students will be taught to understand the differences of Japanese
versus native English speaking styles. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units. Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1 (2nd edition)
[Author(s)]Steven Gershon
[Publisher]Cambridge University Press
[ISBN]　978-1107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Understanding Presentations
2. Interviewing
3. Interviewing (continued)/Describing places
4. Describing places (continued) / Presentation preparation
5. Presentations
6. Describing things
7.  Describing things (continued) / Presentation preparation
8.  Presentation
9.  Memories
10. Memories (continued) / Presentation preparation
11. Presentations
12. Process explanation
13. Process explanation (continued) / Presentation preparation
14. Final presentation preparation
15. Final presentation



2019-SJ00009603-92フレッシュマン・イングリッシュⅢ「S IA-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

The main focus of this course will be on developing the skills needed
to give presentations, which many academic and professional settings
call for. Students will write their own short English presentations,
while studying language, organization, and presentation skills. They
will also learn how to prepare PowerPoint slides, and how to use them
to make their presentations more effective. We will spend a week on
each unit in the class, with all students giving presentations in weeks
5, 10, and 14. Extra classes will be set aside for learning how to make
PowerPoint slides, and for planning and practicing presentations. A
test on the final class will cover material taught along the way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will have a better understanding of the art of public
speaking, in English in particular but in their own language as well.
(知識・理解)

2.　Students will develop the skills necessary to give effective
PowerPoint presentations, and to speak in front of an audience with
confidence. (技能)

3.　The course will help students overcome their fears of public
speaking and see themselves as capable speakers of English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min) Practicing their three presentations
will take additional time on the three presentation weeks (2-3 hours).
Also, they should use the audio CD for self-study to review any weak
points. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
Presentation 1: 10% (goals 2, 3)
Presentation 2: 20%  (goals 2, 3)
Presentation 3: 25% (goals 2, 3)
Test: 15% (goal 1)
Self-Evaluation: 10% (goals 1-3)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1: Experiences
[Author(s)]Gershon
[Publisher]Cambridge
[ISBN]9781107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in. Students who plagiarize a
writing assignment (use someone else’s writing) will receive a
zero for the assignment. If they do so again, they will fail the
course. Students who miss more than four classes will probably
not be able to gain enough points to pass the course.

The teacher's office hour is Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course overview
2: Introducing a classmate (Homework: brainstorming)
3: Introducing a favorite place (Homework: presentation outline)
4: Presentation planning (Homework: make poster and prepare
presentation)
5: Presentation 1
6: Introducing a prized possession (Homework: brainstorming)
7: Telling about a memorable experience (Homework: make
PowerPoint slides)
8: Presentation planning (Homework: prepare presentation)
9: Presentation 2
10: Explaining a process (Homework: brainstorming)
11: Introducing a film (Homework: make PowerPoint slides)
12: Presentation planning (Homework: prepare presentation)
13: Practice (Homework: finish preparation)
14: Presentation 3 (Homework: study for test; prepare self-
evaluation)
15: Test and makeup presentations
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will study how to develop their presentation skills. There
will be homework each week. Homework will include review of
lesson content, speaking English and listening to English. In most
classes, there will be short unit tests to assess what students have
learned. There will be two main tests in class during the course: a 中
間 presentation in week 8 and a final presentation in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to give a short presentation in English.(技能)

2. Students will increase the vocabulary necessary to talk about
everyday experiences.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to improve their
study  skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on speaking English and listening to English (60 min). Students
should review the content of the textbook and vocabulary which has
been taught in class (60 min). In addition, students should prepare for
unit tests, their 中間 presentation in week 8 and final presentation in
week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2 & 3)
20% Unit Tests (到達目標1, 2 & 3)
25% 中間 Presentation (到達目標1, 2 & 3)
25% Final Presentation (in class) (到達目標1, 2 & 3)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, unit tests, 中間
presentation and final presentation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Impact Issues 1 (Third Edition)
[Author(s)] Richard Day, Joseph Shaules & Junko Yamanaka
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9789813134379
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should check the class blog every week. The blog
address will be given in the first class.
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class.
Please write your name, student number and class on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: Introduction and Course Outline
2. Unit 1 The Guy with Green Hair
3. Unit 2 The Shoplifter
4. Unit 3 I’m not Addicted!
5. Unit 7 Family Values
6. Unit 9 A Visit to Grandma
7. Unit 11 Pet Peeve/Prepare for 中間 Presentation
8. 中間 Presentation (25%)
9. Unit 12 Close Your Eyes and See
10. Unit 13 Protecting Our Environment
11. Unit 15 To Tell or Not to Tell
12. Unit 19 Cloning Cyndi
13. Unit 20 Why Learn English?
14. Prepare for Final Presentation
15. Final Presentation (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio & video
(english.com/activate)



2019-SJ00009603-94フレッシュマン・イングリッシュⅢ「S IA-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.



2019-SJ00009603-95フレッシュマン・イングリッシュⅢ「S IA-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will study how to develop their presentation skills. There
will be homework each week. Homework will include review of
lesson content, speaking English and listening to English. In most
classes, there will be short unit tests to assess what students have
learned. There will be two main tests in class during the course: a 中
間 presentation in week 8 and a final presentation in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to give a short presentation in English.(技能)

2. Students will increase the vocabulary necessary to talk about
everyday experiences.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to improve their
study skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on speaking English and listening to English (60 min). Students
should review the content of the textbook and vocabulary which has
been taught in class (60 min). In addition, students should prepare for
unit tests, their 中間 presentation in week 8 and final presentation in
week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2 & 3)
20% Unit Tests (到達目標1, 2 & 3)
25% 中間 Presentation (到達目標1, 2 & 3)
25% Final Presentation (in class) (到達目標1, 2 & 3)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, unit tests, 中間
presentation and final presentation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Impact Issues 1 (Third Edition)
[Author(s)] Richard Day, Joseph Shaules & Junko Yamanaka
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9789813134379
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should check the class blog every week. The blog
address will be given in the first class.
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class.
Please write your name, student number and class on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: Introduction and Course Outline
2. Unit 1 The Guy with Green Hair
3. Unit 2 The Shoplifter
4. Unit 3 I’m not Addicted!
5. Unit 7 Family Values
6. Unit 9 A Visit to Grandma
7. Unit 11 Pet Peeve/Prepare for 中間 Presentation
8. 中間 Presentation (25%)
9. Unit 12 Close Your Eyes and See
10. Unit 13 Protecting Our Environment
11. Unit 15 To Tell or Not to Tell
12. Unit 19 Cloning Cyndi
13. Unit 20 Why Learn English?
14. Prepare for Final Presentation
15. Final Presentation (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio & video
(english.com/activate)



2019-SJ00009603-96フレッシュマン・イングリッシュⅢ「S IA-6」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

In each class, students will:
・Work with a partner to complete vocabulary and grammar drills.
・Discuss with a partner how to express ideas in English while
writing sentences (stories) neatly and creatively.
・Practice pronunciation.
・Make and submit voice recordings.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build communicative skills by verbally expressing ideas and taking
guesses.(技能)

To cooperate with classmates in order to complete tasks.(態度・志向
性)

To improve basic English grammar and vocabulary skills through
speaking and writing activities.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should come to every class with a notebook, a pencil and
much enthusiasm. Regarding homework, students should study
vocabulary lists and story texts from each class in preparation for the
final test.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active Participation ‒ 20%
Students must arrive on time and take part in all activities. Students
who are absent or arrive late for class will lose points, as will students
that are off-task (e.g. sleeping, using mobile phones, etc.).

Assignments - 70%
1) Group Writing (10 X 3% each = 30%)
2) Voice Recording (10 X 4% each = 40%)
Final Test ‒ 10%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]　No textbook is required.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Practice Activity #1　"Losing weight"
3. Practice Activity #2 "Looking at scenery"
4. Assignment #1 "A stray dog" (7%)
5. Assignment #2 "On a gondola in Venice"　(7%)
6. Assignment #3 "Catching a thief"　(7%)
7. Assignment #4 "In the library"　(7%)
8. Assignment #5 "Fear of heights"　(7%)
9. Assignment #6 "At a coffee shop"　(7%)
10. Assignment #7 "Blocking out noise"　(7%)
11. Assignment #8 "Losing things"　(7%)
12. Assignment #9 "A misunderstanding"　(7%)
13. Assignment 10 "Traveling and moving"　(7%)
(Each Assignment above includes two parts: Group Writing -
3%, and Voice Recording - 4%)
14. Review class
15. Final Test (10%)

◎－－－　URL　－－－◎

Course website
(http://learneigo.com)



2019-SJ00009604-84フレッシュマン・イングリッシュⅣ「S ESP-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、わが国で実施される英語検定試験でも最近最も注
目を浴びているTOEIC試験のスコアアップにつながるように、
リスニングとリーディングの２技能に焦点を当てながら、英語
の語彙・文法・構文などを中心とした英語の基礎的能力の強化
を目指します。英語力を伸ばすためには、日頃の努力の積み重
ねが大いに影響してくるため、日常において自ら少しでも英語
に触れられる環境を作り、目標点に到達できるように目的と意
志をしっかり持って、授業に臨んでください。また、検定試験
対策のみならず、テキスト以外に随時プリントを使用し、ボ
キャブラリー強化につながる英語の豆知識を取り入れた問題も
扱います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの問題形式や頻出単語・表現を身につけていく。(知
識・理解)

②品詞の働きを理解し、文法構造を正確に把握する。(知識・
理解)

③多様な場面において話される英語を聴いて理解する能力を育
成する。(技能)

④ビジネスや日常生活などに関する英文を読んで、情報や考え
など書き手の意図を正確に読み取ることができる。(技能)

⑤授業内外で、主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎週実践的にテキストの問題を解いていくので、毎回予習・復
習は必須です。

事前学習：(1) 次回の授業時に触れるunitにおいて、わからない
語彙や言い回しについて、英和辞書で調べておいてください。
（20分）
(2) テキストのリーディングのパート(Part 5～7)を解いておいて
ください。（30分）

事後学習：リスニング・リーディングの両パートにおいて学習
した事柄（とくに語法・語彙・言い回しについて）復習してく
ださい。特にTOEIC試験の対策として、ボキャブラリー強化と
速読力などを身につけるための努力が必要です。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点: 20%（学習状況、課題提出、授業への参加度等）
（到達目標⑤）
・小テスト: 20 %（ボキャブラリーテスト） （到達目標
①②⑤）
・定期試験: 60%（到達目標①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST: Level 3 ‒Advanced‒
[Author(s)] 北尾泰幸、西田晴美、林姿穂、Brian Covert
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 9784255155968
[Comments] 2018年発行 1700円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書等については、授業中に必要に応じて推薦します。
質問等はEメールにて受け付けます（初回の授業時にメー
ルアドレスを教えます）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業では、必ず英和辞書を持参してください（ス
マートフォンを辞書代わりとすることは禁止です）。授業
中、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁止で
す。また、他の受講生の迷惑となる行為や、授業の進行を
妨げる様な行為（例：授業とは関係のない私語、授業の内
容の録画、撮影あるいは配信等の行為）は絶対にしないで
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation & Some Warm-ups
2. Unit 1: Eating Out　文法： 動詞（ 1）
3. Unit 2: Travel　文法： 動詞（ 2）
4. Unit 3: Amusement　文法： 品詞
5. Unit 4: Meetings　文法： 分詞
6. Unit 5: Personnel　文法： 不定詞と動名詞 （1）
7. Unit 6: Shopping　文法： 不定詞と動名詞 （2）
8. Unit 7: Advertisement　文法： 仮定法
9. Unit 8: Daily Life　文法： 受動態
10. Unit 9: Office Work　文法： 代名詞
11. Unit 10: Business　文法： 数量詞
12. Unit 11: Traffic　文法： 接続詞
13. Unit 12: Finance and Banking　文法： 前置詞
14. Unit 13: Media　文法： 語彙
15. Unit 14: Health and Welfare



2019-SJ00009604-85フレッシュマン・イングリッシュⅣ「S ESP-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICのスコアアップを目標に、グローバル社
会で必要とされる実用的かつ総合的な英語能力を養成します。
TOEIC® Listening & Readingテストに頻出するジャンル別に頻
出の語句や問題をこなすことができるテキストを使用します。
TOEICテスト受験のテクニックだけではなく、毎授業において
行う小テスト、ディクテーションや文法知識の確認を通して、
語彙力や文法力を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC形式の問題を繰り返すことで問題形式に慣れる(技能)

TOEICの頻出語句や文法事項を習得することができる(知識・
理解)

学んだ英語の表現を日常生活において使用できるようになる
(技能)

聞き取りを通して、内容のポイントを抑えることができるよう
になる(技能)

課題に取り組むことはもちろん、授業外においても、積極的に
英語に触れるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング問題には毎日触れるようにして
ください。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
小テスト20％（計10回）
リスニングテスト10%
定期試験40％
※定期試験を受験しなかった場合は、その他の評価の如何にか
かわらず、科目を放棄したことになるので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC® L&R TEST Pre-
Intermediate
[Author(s)]溝口優美子　柳田真知子
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4089-1
[Comments]テキスト価格￥2,000+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。　　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 Travel（旅行に関する語句、名詞）
3. Unit 2 Dining Out (食事に関する語句、形容詞)
4. Unit 3 Media (メディアに関する語句、副詞)
5. Unit 4 Entertainment (エンターテインメントに関する語
句、時制)
6. Unit 5 Purchasing (買い物に関する語句、主語と動詞の一
致)
7. Unit 6 Clients (顧客との取引に関する語句、能動態・受動
態)
8. Unit 7 Recruiting (求人・採用に関する語句、動名詞・不
定詞)
9. Unit 8 Personnel (人事に関する語句、代名詞)
10. Unit 9 Advertising (広告・宣伝に関する語句、比較)
11. Unit 10 Meetings (会議に関する語句、前置詞)
12. Unit 11 Finance (予算、費用に関する語句、接続詞)
13. Unit 12 Offices (オフィスに関する語句、前置詞と接続
詞の違い)
14. Unit 13 Daily Life (日常生活に関する語句、関係代名
詞)、リスニングテスト
15. 総括



2019-SJ00009604-86フレッシュマン・イングリッシュⅣ「S ESP-6」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

團迫　雅彦

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では，TOEICのスコアアップに必要である各パートの
特徴とその攻略法について，頻出問題を解くことで理解するこ
とを目的とする。また，TOEICで使われる基本的な語彙を学習
したり，英文法の基礎事項などもあわせておさえていく。ま
た，確認テストを受けることで，学習内容の定着化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングで大まかな内容が理解できる。(知識・理解)

②語彙・文法が理解できる。(知識・理解)

③時間内に問題を解くことができる。(技能)

④ビジネス文書や英字新聞の記事に興味を持って、主体的に読
むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でするUnitのStep 1, 2の予習（予習課題）。（60
分）

復習：復習小テスト（語彙・文法・音声）の準備。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：10%（到達目標①②③④）
・予習課題：10%（到達目標①②④）
・復習小テスト：10%（到達目標①②③）
・中間試験：20%（到達目標①②③）
・定期試験：50%（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC Test Pre-Intermediate／
『レベル別TOEIC L&Rテスト実力養成コース：準中級
編』
[Author(s)] 溝口優美子・柳田真知子
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments] テキスト価格　2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の冒頭に復習テストを行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や評価，復習テストと予習課
題についての説明を行う。
2. Unit 1: Travel（旅行に関する表現・名詞）
3. Unit 2: Dining Out（食事に関する表現・形容詞）
4. Unit 3: Media（メディアに関する表現・副詞）
5. Unit 4: Entertainment（エンターテインメントに関する表
現・時制）
6. Unit 5: Purchasing（買い物に関する表現・主語と動詞の
一致）
7. Unit 6: Clients（顧客との取引に関する表現・能動態／受
動態）
8. 中間試験：1～7回目の授業までの内容に関する試験
9. Unit 7: Recruiting（求人に関する表現・動名詞・不定
詞）
10. Unit 8: Personnel（人事に関する表現・代名詞）
11. Unit 9: Advertising（広告に関する表現・比較）
12. Unit 10: Meetings（会議に関する表現・前置詞）
13. Unit 11: Finance（予算に関する表現・接続詞）
14. Unit 12: Offices（オフィスに関する表現・前置詞と接続
詞の違い）
15. 総まとめ
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八尋　真由実

◎－－－　概要　－－－◎

①　TOEIC L＆R Test各Partの特徴や出題の意図を理解した上で、正答率を上げ
るための解き方のコツを学びます。

②　TOEICの頻出語句や重要表現を身に付けます。

Listening Section：
③　リスニング力アップの基礎となる発音や音の変化について学習します。

④　ディクテーション（聞いて書き取る）や、シャドーイング（流れてくる音
声の直後に重ねて繰り返す）といったアクティビティを通して、リスニング力
そのものの向上を図ります。

Reading Section
⑤　Part5, Part6で頻出の文法問題を攻略するために、正答を選択するに至る根
拠を学習します。

⑥　Part7頻出の出題形式をおさえた上で、解答の鍵となる情報を素早く探す練
習をします。

⑦　時間の許す範囲で時間配分を意識した実践練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①　TOEIC L＆R Testの各Partの特徴や出題の意図を理解した上で、解き方のコ
ツを使って解答することで、正答率が上がる。(技能)

②　身に付いているTOEICの頻出語句や重要表現が増える。(知識・理解)

③　1音1音の音の違いに加え、音の変化を意識して聞けるようになる。(技能)

④　Listening Sectionのディクテーションやシャドーイングができる部分が増え
る。(技能)

⑤　Part5、Part6の文法問題では、正答に至るための根拠を説明できる問題が増
える。(知識・理解)

⑥　Part7では、頻出の出題形式が理解でき、解答の鍵となる情報を探し出す時
間が短縮できる。(技能)

⑦　時間配分を意識して解くことを心がけることができる。(技能)

⑧　TOEICのスコアを上げようという意識を持ち、授業に主体的に参加した
り、実際にTOEICを受験するなど、積極的に英語学習に取り組めるようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で取り組むUnitの問題に答え、分からなかった単語や表現を
　　　調べておく。(45分)
復習：授業で学習した頻出語句や重要表現の意味を覚える。
　　　学習したUnitの音声を利用して、シャドーイングやディクテーション
　　　の練習をする。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点…・・・10％
　　授業中のアクティビティ（シャドーイング・ディクテーション・実践演習
　　など）への参加積極度
　　課題提出状況
　　（到達目標⑦⑧）
・復習小テスト１、２・・・50％（25％×２回)
　　（到達目標①②③④⑥）　
・定期試験・・・40％
　　（到達目標①②⑤）

※以下の点には特に注意すること。
・授業に主体的に参加することが肝要であり、途中退室、私語、居眠り、手遊
　び(スマホ)等、参加していないとみなされる場合には、減点の対象となる。
・定期試験を受験しないと単位取得はできない。
・復習小テストに関しては、再試・追試は実施しない。
・復習小テスト中にカンニングを行った場合、単位取得はできない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Key Strategies for Success on　the TOEIC L＆R Test
Level 600
[Author(s)]Atsuko Nishitani, Keiichi Ito 他
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15637-8
[Comments]2019年発行　1800円

◎－－－　参考書　－－－◎

2016年以降ETSより出版された
『公式TOEIC Listening ＆Reading 問題集』
各種

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持参すること。辞書としてスマホやタブレット端末
を使うことは認めない。授業中はマナーモードにし、バッ
グから出さないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要について：授業の進め方、評価
　　　などについての説明
　　TOEIC L＆R Testについて
　　（2回目以降は、下記の通りテキストの内容に
　　沿って、TOEIC Testの演習を行います。）
２　Unit L-1, R-1　人物写真、品詞
３　Unit L-2, R-2  人物ではない写真、分詞
４　Unit L-3, R-3  疑問詞疑問文、時制
５　Unit L-4, R-4  Yes/No疑問文、前置詞
６　Unit L-5, R-5  平叙文、関係代名詞
７　Unit L-6, R-6  機能別疑問文、長文穴埋め
８　復習小テスト１
　 / Unit L-13・14, R-13　Review
９　Unit L-7, R-7  目的・懸念、広告
10　Unit L-8, R-8  言及・問題点、Eメール
11　Unit R-9, R-9  申し出・依頼、告知
12　Unit L-10, R-10 録音メッセージ、記事
13　Unit L-11, R-11 会議、ダブルパッセージ
14　Unit L-12, R-12 図表、トリプルパッセージ
15  復習小テスト２
　 / Unit L-13・14, R-14　Review
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ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

During lessons, students will practice speaking and listening in small groups and
also with the teacher. Participation in these activities is necessary to gain the skills
that will be tested on the speaking tests.

There will be six homework assignments. The homework will be from the textbook
and on papers made by the teacher. Homework must first be completed in the
textbook and/or on the paper, and second entered into the class internet homepage
by the night before class. Doing this homework will prepare students for class
activities and for the quizzes. On weeks when there is no homework, students will
need to study for quizzes and speaking tests.

There will be five quizzes (short tests of 10-30 questions). The topics of the
quizzes will be the things studied in class and on the homework.

There will be three speaking tests. For the first one, students will speak in pairs,
practicing mostly questions and answers. For the second one, students will speak
with the teacher to show that they have learned the sentence patterns learned in
class. For the last one, students will talk in groups for 10-20 minutes, using all of
the skills practiced during the semester.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students who actively participate in class will be able to have simple
conversations in English about personal and professional topics. (技能)

2. Students will get more vocabulary and grammar knowledge, and improve their
ability to use the knowledge they have for actual communication.(知識・理解)

3. Students will learn strategies to successfully communicate even in difficult
situations with people from around the world.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not accepted).
In weeks where there is no homework, students need to review the textbook and
class activities to study for quizzes and speaking tests. This homework and review
will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

1. Quizzes: 20% (到達目標2)
2. Homework: 20% (到達目標2)
3. Speaking test 1: 15% (到達目標1 & 2)
4. Speaking test 2: 15% (到達目標1 & 2)
5. Speaking test 3: 30% (到達目標3)

Note: final scores may be increased or decreased by up to 10% based on
participation in class activities. (到達目標1, 2, & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Students who are absent without a good reason will get a zero on any test or quiz
given on that day. If a student has an emergency (medical, family problem, etc.) or
if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.), then they
must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If they do, they can
discuss with the teacher about how to make up the thing that they missed.

Students who actively participate in most classes may receive extra points added to
their final grade. Students who are late, who don’t bring their materials, who
sleep, who don't participate in class activities, who use too much Japanese, or who
cause problems in class may lose points from their final grade.

Any student who copies another student on homework, in-class work, or quizzes
will get -5% to their final class grade each time they copy because copying is
cheating. If the person who was copied gave permission to the cheater, that person
will also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Four Corners Level 2B
[Author(s)] Jack C. Richards and David Bohlke
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9781108627726
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Late homework is not accepted except when a student has an
emergency.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus. Homework 1
assigned.
2) "Yes/No Questions." Quiz 1. Homework 1 due (the night
before class). Homework 2 assigned.
3) "WH-Questions." Homework 2 due (the night before class).
4) "WH-Questions." Quiz 2.
5) Speaking Test 1. Homework 3 assigned.
6) Unit 7. Homework 3 due (the night before class).
7) Unit 8.
8) Unit 8.  Quiz 3.
9) Speaking Test 2. Homework 4 assigned.
10) Unit 10. Homework 4 due (the night before class).
11) Unit 11. Quiz 4. Homework 5 assigned.
12) Unit 12. Homework 5 due (the night before class).
13) Unit 12. Quiz 5. Homework 6 assigned.
14) Speaking Test 3 practice. Homework 6 due in class (no
online assignment).
15) Speaking Test 3.

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in speaking and
writing. Students have to participate in class and group activities. If
students do not participate, it will not only be unfair on others, but it
will be very difficult for you to pass the course.
After each unit of the textbook is completed, the following week there
will be a quiz at the beginning of the class. The scores from the
quizzes will be a component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have discussed in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will actively engage in English learning to improve skills
in communication and comprehension. (skills)(技能)

2. Students will be able to maintain a conversation for a given period
of time. (skills)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes/Homework: 25%
In class conversation/Presentation: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Firsthand 2, 5th Edition
[Author(s)] Marc Helgesen / Steven Brown
[Publisher] Pearson
[ISBN] 978-9813130234
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday, period #2 (10:40 -
12:10)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment. Vocabulary for Topic 1
2. Topic 1: Vocabulary quiz. Introductions/talking about interests
3. Topic 1: Part 2
4. Quiz: Topic 1. Topic 2: Expressing feelings/emotions
5. Topic 2: Part 2
6. Conversation 1
7. Quiz: Topic 2. Topic 3: sharing opinions
8. Topic 3: Part 2
9. Quiz: Topic 3. Topic 4: Talking about events
10. Topic 4 Part 2
11. Quiz: Topic 4. Topic 5: Making plans
12. Topic 5: Part 2
13. Quiz Topic 5. Presentation
14. Review Topics 1 to 5
15. Exam in class
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マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will do listening and speaking activities to
improve their communication skills. Students will do many speaking
activities with their classmates in class. Students will have homework
at the end of each unit. Homework will include answering questions
and preparing a short talk to give in the next class. Students will give
their talks in week 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14. There will be 2
quizzes in the course and one final test. The first quiz will be in week
6, the second quiz in week 11, and the final test will be in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will be able to speak more smoothly.(技能)

2.　Students will be able to ask and answer questions about simple
topics.(技能)

3.　Students will understand short conversations.(知識・理解)

4.　Students will become more confident speaking about simple
topics.(態度・志向性)

5. Students will actively participate in speaking activities. (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on answering questions about the topic in the unit. (30 min) Students
must also prepare a short talk about the topic. (90 min) Students
should review the homework and content of the textbook before the
quizzes and final test. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening and writing activities in class: 30%
　(到達目標1, 2 ,3 , 4, 5)
Homework: 20% 　(到達目標 1, 2, 4, 5)
Quizzes: 20%　(到達目標 2)
Final Test: 30% 　(到達目標 2)

Students will lose participation points for being absent or late.
Students will lose participation points for not completing in-class
work.
Students will lose points if they are absent for quizzes and the final
test without an excused absence.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Out Front 6th Edition
[Author(s)]　Robert Diem & Roberto Rabbini
[Publisher]　English Education Press
[ISBN]　9784865390339
[Comments]　￥2,200

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Personal Information    Homework:Questions p.79,
prepare talk
2.Unit 2 Family and home    Homework:Questions p.80, prepare
talk
3.Unit 3 Hobbies and Preferences    Homework:Questions p.81,
prepare talk
4.Unit 4 Times and Dates    Homework:Questions p.82, prepare
talk
5.Review
6.Quiz Units 1-4, Unit 5 Shopping    Homework:Questions p.83,
prepare talk
7.Unit 6 Routines    Homework:Questions p.84, prepare talk
8.Unit 7 Vacation    Homework:Questions p.85, prepare talk
9.Unit 8 Help! I’m lost    Homework:Questions p.86, prepare
talk
10.Review
11.Quiz Units 5-8, Unit 9 Travel    Homework:Questions p.87
prepare talk
12.Unit 11 Eating Out    Homework:Questions p.89, prepare talk
13.Unit 12 Health    Homework:Questions p.90, prepare talk
14.Review
15.Final Test
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ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will study how to develop their presentation skills. There
will be homework each week. Homework will include review of
lesson content, speaking English and listening to English. In most
classes, there will be short unit tests to assess what students have
learned. There will be two main tests in class during the course: a 中
間 presentation in week 8 and a final presentation in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to give a short presentation in English.(技能)

2. Students will increase the vocabulary necessary to talk about
everyday experiences.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to improve their
study skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on speaking English and listening to English (60 min). Students
should review the content of the textbook and vocabulary which has
been taught in class (60 min). In addition, students should prepare for
unit tests, their 中間 presentation in week 8 and final presentation in
week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
30% Class Participation
30% Class Participation (到達目標1, 2 & 3)
20% Unit Tests (到達目標1, 2 & 3)
25% 中間 Presentation (到達目標1, 2 & 3)
25% Final Presentation (in class) (到達目標1, 2 & 3)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, unit tests, 中間
presentation and final presentation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Impact Issues 1 (Third Edition)
[Author(s)] Richard Day, Joseph Shaules & Junko Yamanaka
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9789813134379
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should check the class blog every week. The blog
address will be given in the first class.
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class.
Please write your name, student number and class on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: Introduction and Course Outline
2. Unit 1 The Guy with Green Hair
3. Unit 2 The Shoplifter
4. Unit 3 I’m not Addicted!
5. Unit 7 Family Values
6. Unit 9 A Visit to Grandma
7. Unit 11 Pet Peeve/Prepare for 中間 Presentation
8. 中間 Presentation (25%)
9. Unit 12 Close Your Eyes and See
10. Unit 13 Protecting Our Environment
11. Unit 15 To Tell or Not to Tell
12. Unit 19 Cloning Cyndi
13. Unit 20 Why Learn English?
14. Prepare for Final Presentation
15. Final Presentation (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio & video
(english.com/activate)
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吉村　治郎

◎－－－　概要　－－－◎

　「奇跡、感動、サクセスにまつわる世界の知られざる物語」
を集めたテキストを使用して、楽しみながら英語学習を進めて
いきます。
　テキストの構成に従って以下の学習をします。

１．語彙の点検
２．本文の英語を素早くしかも正確に理解する力をつけていき
ます
３．本文に関する練習問題
　　練習問題と取り組むことによって、英文に対する理解度を
深めていきま　　　す
４．読後に英語で自分の意見を書く
５．世界には多種多様な文化があり、考えがあります。こうし
た点も英語学習　　を通して学び知的教養の向上を目指します

　　なお、毎回宿題を出し担当者に次の授業で発表していただ
きます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．英語の速読速解能力の養成(技能)

２．英語に対する深い理解力と知識の獲得(知識・理解)

３．英語による自己表現能力（英作文）の向上(技能)

４．異文化に対する理解を深めることで国際的視野を広げ知的
教養を高める(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

〇予習：授業で取り上げる予定の英語本文をパラグラフ単位で
読み、文の要旨を把握する。その際、一文ずつこだわりながら
辞書を引いて読むのではなく、未知の単語があってもそのまま
読み進めることが大切。そして最後に未知の単語の意味を調べ
る。もう一つ大事な点は、英文和訳をするのではなく、英文を
前から順番に読んで理解することが大切（即読即解）。（30
分）

〇復習：授業で学習した英文をもう一度、予習の時と同じ要領
で読んでいく。次に授業で学んだ点を再点検する。またメモを
した内容をもう一度確認する。（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

〇定期試験（語彙力、英語理解力、英語による自己表現能力、
異文化理解）80％
〇平常点（宿題提出率、授業態度、その他）20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Reading Trek
[Author(s)]Noriko Kurihara,Anthony Allan
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN]978-4-7647-4081-5 C1082　
[Comments]￥1900

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．授業に熱心に取り組むためには予習が大切です。予習
を通して自分なりの問題意識をもって授業に臨んでくださ
い。
２．出席、授業態度を重視します。欠席の場合は友人を通
して事前に伝言を依頼するか、次の授業で休んだ理由を知
らせてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書の構成に従って次の通り学習を進めます。
カッコ内は学習内容（注　read.＝reading, ex.＝exercise）

１．授業の概要、進め方、留意点その他の必要な　　説
明。

２．Story 1 Seeing with Soud　　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
 
３．Story 2 Cobra Villages 　　　　　　　　　　　　 (read.,
ex.)

４．Story 3 Magic or Men？(read.,ex.)

５．Story 4 May's Silent Promise　　　　　　　　　 (read.,
ex.)
６．Story 5 The Mystery Word　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
７．Story 6 Home is Home(read.,ex.)

８．Story 7 Mr. Mollah's Birds　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
９．Story 8 Rising from Rock Bottom　　　　　　　　
(read.,ex.)
10.Story 9 A Man of Many Hats　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
11.Story 11 From Rags to Riches　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
12.Story 12 Priceless Courage　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
13.Story 13 Another Battle　　　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
14.Story 14 Nehanda's Bones　　　　　　　　　　　　　
(read.,ex.)
15.Story 15 A Trickle Effect　　　　　　　　　　　　(read.,
ex.)
　　　　授業のまとめおよび試験範囲の発表
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、特にリーディングおよびライティングに重点を置
きながら、英語の総合的技能を養います。リーディングにおい
ては英語の論理的な文章構造を理解することから始め、多種多
様な文章を読むことで母語を介さず大意と主旨を掴めるような
訓練をします。受講生それぞれが効果的なリーディング方法を
自律的に身につけることを目的とします。ライティングは容易
な描写から始め、センテンスからパラグラフが書けるように段
階的に学びます。

授業では広範な事象を多角的に捉える力を育む目的で、補強教
材としてオンライン教材（ウェブサイト文章や映像、画像）を
ふんだんに取り入れます。授業中はペアワーク・グループワー
クを通して受講生自らが考え、分析し、解決策を見出すという
能動的な学びを実践します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を英語の語順通りに読んで大意を掴むことが出来る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：リスニング、文章の一読、知らない単語の推測・辞書で
の確認（30min)
復習：レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの
学習（20min)

毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開しているの
で各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Homework assignments (課題）30%　（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙テスト+ 英語クイズ）20% （到達
目標1 & 2)
Project(s) 　（ソロ・ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30%  （まとめテスト）（到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] WORLD ENGLISH 2 (Second Edition)
         Combo Split 2A
[Author(s)] Kristing L.Johannsen and Rebecca Tarver Chase
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-1-305-08947-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ず講師のウェブサイト上で確
認の上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1: Food From the Earth (A) (B)
3: Unit 1: Food From the Earth (C) (D)
4: Unit 1: Food From the Earth (Adjustments)
5: Unit 2: Express Yourself (A) (B)
6: Unit 2: Express Yourself (C) (D)
7: Review + Project 1
8: Unit 3: Cities (A) (B)
9: Unit 3: Cities (C) (D)
10: Unit 4: The Body (A) (B)
11: Unit 4: The Body (C) (D)
12: Unit 5: Challenges (A) (B)
13: Unit 5: Challenges (C) (D)
14: Review + Project 2
15: Term Test
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this ESP course, students will practice speaking, listening, reading,
and writing skills to prepare for the International English Language
Testing System (IELTS) test. This official English test has merit all
around the world. The teacher will give advice about vocabulary and
students will practice a variety of skills to increase their English
vocabulary. They will learn effective ways to read, write and speak in
English. For example, they will learn how to use different words and
expressions with the same meaning. Students will complete IELTS
style writing practice for homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve their ability to speak English. (知識・理解)

2. Students will improve their ability to listen in English. (知識・理
解)

3. Students will improve their ability to read English.(知識・理解)

4. Students will improve their ability to write in English. (知識・理
解)

5. Students will practice different types of IELTS test questions, so
they will know how to prepare for the IELTS Test.
(技能)

6. Students will develop their confidence to think and speak in
English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Writing homework 20% (10 + 10) (到達目標4)
Listening tests 20% (10 + 10) 到達目標2)
Reading tests 20% (10 + 10) 到達目標3)
Speaking test 20% (到達目標1)
End of term (writing) exam 20%

※There are is no score for attendance.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.

※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework;
4. must complete one speaking test.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What is the IELTS test? How does it compare with the TOEIC
test?
Checking some examples of IELTS test reading, writing,
listening and speaking questions.
Checking the usual writing style of numbers.
2. IELTS writing test part 1 practice: pie charts.
3. IELTS writing test part 1 practice: line graphs + writing
homework #1
4. IELTS listening test advice and practice.
5. IELTS listening test #1
6. IELTS speaking test advice and practice #1
7. IELTS speaking test advice and practice #2
8. IELTS speaking test
9. IELTS reading test advice and practice.
10. IELTS reading test #1
11. IELTS writing test part 2 practice + writing homework #2
12. IELTS listening test #2
13. IELTS reading test #2
14. IELTS End of term exam review and practice.
15. IELTS End of term exam review and practice.
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]LIGHTING UP THE TOEIC TEST
[Author(s)]植木美千子他
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4025-9
[Comments]テキストに加え自作ハンドアウトを配布する事
がある

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Unit 1: Traveling (wh疑問文)

3. Unit 2: Daily Life & Shopping (呼応の理解)

4. Unit 3: At Restaurant (級)

5. Unit 4: Job Hunting 1 (関係代名詞・分詞)

6. Unit 4: Job Hunting 2 (関係代名詞・分詞)

7. Unit 5: At the Office 1 (オフィス内の会話)

8. Unit 6: At the Office 2 (名詞の可算・不可算)

9. Unit 8: Doing Business Online (仮定法)

10. Unit 9: Housing (前置詞)

11. Unit 10: Making Deals & Contracts (動名詞・不定詞)

12. Unit 11: Public Service (接続詞)

13. Unit 12: Banking & Finance (形容詞・副詞)

14. Unit 13: At Seminars & Workshops (文脈の捉え方)

15. Unit 14: News & Media (時制)

※Unit 7はReview Testのため、授業中には実施しません
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will learn and practice skills to prepare for
tests such as TOEIC or TOEIC Bridge. We will not work on TOEIC
skills only: a main focus of the course will be on vocabulary study.
Homework for this class will be vocabulary practice. In most lessons
there will be a vocabulary quiz to test whether students are effectively
using vocabulary learning strategies.
There will be a mid-term TOEIC-style test in week 8, and a week 15
test.
There is no attendance requirement for this course. However, weekly
vocabulary tests will be given at the start of each lesson, so on-time
attendance is necessary. Much of the lesson time will be spent on
TOEIC test-taking strategy instruction, which will be to students’
benefit in the mid-term test and final test. Actively participating in
class-time activities is strongly recommended.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒はTOEICやTOEIC Bridgeなどのテストに役立つテスト用
の英語スキルを学びます。(技能)

2. 生徒は効果的な語彙学習戦略を実践します。(技能)

3. 生徒は数多くの単語の意味を学びます。140単語以上がテス
トされます。さらに他の単語も解説、デモンストレーションさ
れます。(知識・理解)

4. 生徒はTOEICテスト問題の傾向を学び、テスト内の各セク
ションの引っかけ問題を対処する方法を学びます。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to produce vocabulary study tools, and use them
effectively. These materials must be submitted as part of the
assessment. Students will benefit from studying the vocabulary during
the week in their own time. (30 minutes)
Before the week 8 and week 15 tests, students should review the
content of the textbook (30 minutes). However, the test questions will
NOT come from the textbook.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly vocabulary tests and textbook tests: 40% (到達目標1, 2, 3, 4)
Vocabulary-learning tools checks: 10% (到達目標2, 3)
Midterm TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)
Week 15 TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Next Step to the TOEIC Test
[Author(s)] Yasunami Seisuke & Richard S. Lavin
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 978-4-255-15582-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

You must bring your vocabulary learning materials, your
textbook, a dictionary, and pens/pencils to class.
If you are absent or late for a weekly vocabulary quiz, there is no
opportunity to take that quiz at a later date. You must be in the
classroom when the class starts.
Vocabulary learning materials must be submitted for two of the
three checks. They must be given on time. Late submissions will
not be accepted.
If you are absent for either the week #8 test or the week #15 test,
you must contact the teacher to organise a make-up test.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction and Vocabulary Learning
2- Unit 1: Campus Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4.
3- Unit 2: Student Life. Vocabulary, TOEIC parts 4, 5.
Vocabulary-learning tools check #1. Vocabulary test 1.
4- Unit 3: Eating and Drinking. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 7. Vocabulary test 2.
5- Unit 4: Shopping. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 3.
6- Unit 5: Health. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 4.
7 - Unit 6: Business Situations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4 , 5, 7. Vocabulary-learning tools check #2. Vocabulary test 5.
8- Mid-term test
9- Unit 7: Daily Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary test 6.
10- Unit 8: Post Offices and Banks. Vocabulary, TOEIC parts 1,
2, 3, 4, 7. Vocabulary test 7.
11- Unit 9: Entertainment. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 8.
12- Unit 10: Trips and Vacations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2,
3, 4, 7. Vocabulary test 9.
13- Unit 11: Meetings. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary-learning tools last-chance check. Vocabulary test 10.
14- Unit 14: Communications. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 5, 7.
15- Week 15 test



2019-SJ00009611-77インターミディエイト・イングリッシュⅠ「S C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。なお、学習の際
ポートフォリオ（ファイルのようなもの）に学習内容を記録し
ます。日付、学習した項目、知らない単語や表現、間違えた問
題の反省などを記録しておきます。学期末にポートフォリオを
提出してもらい、成績評価の材料とします。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①品詞の働きを理解し、文法構造を正確に把握する。(知識・
理解)

②多様な場面において話される英語を聴いて理解する能力を育
成する。(技能)

③英文を読んで、情報や考えなど書き手の意図を正確に読み取
ることができる(技能)

④授業内外で、主体的に英語学習に取り組むことができる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業時間外の課題として、毎週、教材の指定した範囲の
学習（＝２レッスン）をします。各課題にはそれぞれ学習期限
が設定されているので、計画的に学習を進めましょう。（60
分）

復習：記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを身につけます。(30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・授業中の学習内容、コンピュータの学習履歴: 30％（到達目
標：①②③④）
　毎週定期的に課題をこなしているか、各セッションのテスト
に合格しているかどうかなどを見ます。

・ポートフォリオ：20%（到達目標①②③④）
　学習内容をきちんとノートにまとめられているかをチェック
します。

・復習テスト：50％（到達目標：①②③④）
　14回目の授業時に実施するテストの成績を評価します。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 実用英語TOEICテスト対策コース
[Publisher] Reallyenglish Japan, Co., Ltd.
[Comments] 5,000円＋税
※インターネット教材であるためにISBNはありません。
前期に引き続いて、後期も同じ教材を使用しますので、改
めて購入する必要はありません。

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書等については、授業中に必要に応じて推薦します。
質問等はEメールにて受け付けます（初回の授業時にメー
ルアドレスを教えます）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用、学習内
容と無関係のサイトの閲覧を禁止します。また、他の受講
生の迷惑となる行為や、授業の進行を妨げる様な行為
（例：授業とは関係のない私語、授業の内容の録画、撮影
あるいは配信等の行為）は絶対にしないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
2 Grammar１
3 Reading 1
4 Listening 1
5 Grammar 2
6 Reading 2
7 Listening 2
8 Grammar 3
9 Reading 3
10 Listening 3
11 Grammar 4
12 Reading 4
13 Listening 4
14 復習テスト
15 総復習および追試



2019-SJ00009612-72インターミディエイト・イングリッシュⅡ「S R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and improve overall student skills in
reading and writing.

Students will practice reading and writing about world issues.

Students will write an essay every week, except for major essay
preparation and presentation times.

Two major essays will focus on the writing skills practiced in class,
with a rough draft, and a final draft handed in along with a short
presentation.
There will be a mid-term test as well as a term final test that will
cover all the topics and themes from class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will increase vocabulary and general understanding of world
issues.(知識・理解)

Students will improve on testing skills for reading and writing.(技能)

Students will cooperate with other classmates in completing tasks to
help improve their overall skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading and writing exercises
from the classwork. Test preparation and review is the responsibility
of the student every week. For essays, students will be required to
research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Class participation with individual and team reading comprehension
exercises(20%)
6 in-class writing projects (30%)
Essay plus short oral presentation (15% x 2= 30%)
Mid-term test (10%)
Final test (10%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Only I.C.
[Author(s)] C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary, textbook, and writing materials
for every lesson. Especially for reading and writing, your
dictionary is very important. Students who miss class without a
good reason will get a score of zero on quizzes or in class
projects. Students who miss 5 classes may fail the course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Unit: The English World. Importance of English.
2. Sports: titles and main ideas.
3. Transportation: skimming. Creative thinking and writing
4. Unit: Wonders. Paragraph detail. Essay themes and
preparation
5. Preparation, corrections, editing
6. Essay project and presentation
7. Mid-term reading comprehension test. Return essays,
corrections, main areas of concern.
8. Unit: Aral Sea. tragedy and solutions. Using critical/important
information
9. Unit: Events. Explaining cultural phenomenons and practices.
Using tie-ups for paragraph support.
10. PLACEMENT TEST.
11. Unit: Health and Beauty. Costs and benefits. More speed
reading, using figures.
12. Essay preparation.
13. Preparation, corrections, editing
14. Essay project and presentation.
15. Reading comprehension test. Return essays.



2019-SJ00009612-73インターミディエイト・イングリッシュⅡ「S R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

熊抱　ゆかり

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語の４つの基本技能（読む、書く、聞く、話す）
のうち、「読む」・「書く」の能力養成を目指す。

講義に使用するテキストは二部構成となっている。前半は日本
人大学生が英語学習や海外留学などに関する悩み相談をし、米
国人大学教授がそれに解答するというもので、リーディング主
体の構成になっている。テキスト後半には留学や海外旅行など
で活用出来る「英会話集」があり、口語の英語に慣れ親しむこ
とが出来き、英作能力の向上にも繋がる。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

英単語や熟語の語彙力が増す(知識・理解)

速読能力が向上する(技能)

文法能力が向上する(知識・理解)

英語の口語表現に慣れ親しむことが出来る(技能)

口語表現を実際に使ってみようと思うようになる(態度・志向
性)

留学に関する知識が増す(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲の予習をしてくること。（60分）
授業で行った内容を必ず復習すること。（60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の成績を60点、授業態度(授業への積極的な参加20点
と発表・予習状況等20点)を40点で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] A Passport for Studying Abroad
[Author(s)]　小林　敏彦　他
[Publisher]　朝日出版社
[ISBN] 978-4-255-15583-8

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業には必ずテキストを持参すること。授業進度に
合わせて予習をしてくること。携帯電話は必ず電源を切り
使用しないこと。マナーを守って授業に臨んで下さい。和
英・英和辞書持参での参加が望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit1: Why do we have to learn English?
2.Unit2: What goals should I set for learning English?
3.Unit3: How can I motivate myself to learn English?
4.Unit4: How can I choose a short-term English program abroad?
5.Unit5: What are the pros and cons of studying abroad?
6.Unit6: What should I do before I leave?
7.Unit7: Should I live in a dormitory?
8.Unit8: How should I decide which courses to take?
9.Unit9: How can I keep up with my classes overseas?
10.Placement test
11.Unit10: What should I be careful of when I interact with
foreigners?
12.Unit11: How can I make friends on campus?
13.Unit12: How should I cope with homesickness?
14.Unit13: How can I make use of my experience studying
abroad?
15.Unit14: How can I keep up my English ability when I come
back?



2019-SJ00009612-74インターミディエイト・イングリッシュⅡ「S ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

高木　仁美

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、TOEIC受験のための基礎を固め、より高いス
コアを出すことができるようになるための応用力を養成するこ
とを目指します。出題傾向の高いトピックを選んであるので、
それらの問題を解く技術を身につけていき、よい結果を出せよ
うにになってもらいたいと思います。各ユニットには文法のま
とめがあるので、ライティング関連問題の解決力強化が望める
と思います。リスニングに関しては、「普通」、「速め」の2
種類のスピードで問題を聞くことができるのでリスニング力の
向上に役立つでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

リスニング力、読解力が向上する(技能)

社会生活で必要な英語表現が身につく(知識・理解)

海外への興味がわき、積極的に英語の情報をチェックするよう
になる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習:授業予定箇所には目を通しておき、わからない単語や表
現、事柄などはまず自分で調べるようにしましょう。リスニン
グも1度は聞いておきましょう。(90分)
復習:授業でやった個所を見直し、不明なところが残らないよ
うにしましょう。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験70％、平常点30％で評価します。
定期試験では、授業でやった内容がきちんと理解できているか
を見ます。
平常点は、授業での発表(和訳、問題解答など)の結果、授業態
度などを見ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster For The TOEIC L&R Test  Intermediate
[Author(s)]N. Bamba,　K. Oyama
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764740907
[Comments]価格2000円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に入る前に毎回出席をチェックします。
授業には辞書を持ってくること。スマートフォンを辞書代
わりに使うことは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．General Information: 授業全般に関する説明、および簡単
な単語テスト
2. Unit 1: Travel 旅行に関する語句・表現を覚える　名詞を
学ぶ
3. Unit 2: Dining Out レストランや食事・料理に関する語
句・表現を覚える　形容詞を学ぶ
4. Unit 3: Media メディアに関する語句・表現を覚える　福
祉を学ぶ
5. Unit 4: Entertainment エンターテインメントに関する語
句・表現を覚える
6. Unit 5: Purchasing　買い物に関する語句・表現を覚える
　主語と動詞の一致を学ぶ
7. Unit 6: Clients 顧客との取引に関する語句・表現を覚える
　能動態・受動態を学ぶ
8. Unit 7 Recruiting 求人・採用に関する語句・表現を覚え
る　動名詞・不定詞を学ぶ
9. Unit 8: Personnel　人事に関する語句。表現を覚える　現
在分詞・過去分詞を学ぶ
10. Placement Test
11. Unit 9: Advertising 広告・宣伝に関する語句・表現を覚
える　代名詞を学ぶ
12. Unit 10: Meetings 会議に関する語句・表現を覚える　比
較を学ぶ
13. Unit 11: Finance 予算・費用に関する語句・表現を覚え
る　前置詞を学ぶ
14. Unit 12: Offices オフィスに関する語句・表現を覚える
　接続詞を学ぶ
15. 後期のまとめと試験について



2019-SJ00009612-75インターミディエイト・イングリッシュⅡ「S ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

谷岡　敏博

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、TOEICやTOEFL、英検など諸英語検定試験の受験
の際に、
具体的な取得得点や合格級の合格に資する英語力をつけること
を目指します。
具体的に葉、英語の語彙、聴力、文法力それぞれのアップを目
指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１ TOEICや英検の問題への対応力をつける。
TOEICは概ね400～600点台取得、英検は準2級～2級が目標とな
る。(技能)

２ 英語の文法問題を解く際の着眼点を身につけ、聴解時の集中
力を向上させる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・語彙と文法問題を中心に復習をする（３０分以上）。
　語学の上達は特に復習が重要。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

①期末の定期試験 　・・・　約９０～８５％(到達目標1,2）
②授業での発表　 　・・・　約１０～１５％（到達目標1,2）
③ボランティア得点 ・・・　積極的発表に２点/回を加算する
(到達目標1,2）

注意：①進捗状況により追加課題を課す場合がある。
　　　　この場合、①②の評価割合が５～１０％増減する。
　　　②欠席過多の場合「授業での発表」の点から減点する場
合がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
　一歩上を目指すTOEIC Listening & Reading Test　Level 1

[Author(s)]
　北尾　泰幸他

[Publisher]
　朝日出版社

[ISBN]
　978-4-255-15614-9

[Comments]
  2017年初版　1700円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・TOEICやTOEFL、英検など諸英語検定試験での
　具体的得点や合格級の目標を持って受講する
　ことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１回目　シラバス解説＆英語力診断

２回目　Unit １ リスニング、文法、読解問題他

３回目　Unit ２ リスニング、文法、読解問題他

４回目　Unit ３ リスニング、文法、読解問題他

５回目　Unit ４ リスニング、文法、読解問題他

６回目　Unit ５ リスニング、文法、読解問題他

７回目　Unit ６ リスニング、文法、読解問題他

８回目　Unit ７ リスニング、文法、読解問題他

９回目　Unit ８ リスニング、文法、読解問題他

10回目 プレイスメントテスト

11回目 Unit ９ リスニング、文法、読解問題他

12回目 Unit 10 リスニング、文法、読解問題他

13回目 Unit 11 リスニング、文法、読解問題他

14回目 Unit 12 リスニング、文法、読解問題他

15回目 Unit 13 リスニング、文法、読解問題他
　　　　Review、試験解説

注：進捗状況により一部追加等の可能性あり。



2019-SJ00009612-76インターミディエイト・イングリッシュⅡ「S ESP-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICに頻出する問題の演習および解説を行
う。TOEIC形式の問題に慣れるとともに、頻出語彙の習得や文
法事項の復習も各ユニットで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC600点が取得できる程度の語句や文法事項を身につけ
る。(知識・理解)

②TOEIC600点が取得できる程度の英文を読み解く・聞き取る
ことができる。(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのWarm Upを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文や文法の理解力および英単
語の習得を評価する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Key to the TOEIC Listening and Reading Test
Goal 600
[Author(s)]Mark D. Stafford
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55263-2
[Comments]テキスト価格各￥1,800
テキストの買い間違いに注意。緑色の表紙。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 Daily Life　品詞の区別、広告
3 Unit2 Places　Eメール、カード・告知
4 Unit3 People　代名詞、テキストメッセージ・記事
5 Unit4 Travel　Eメール②、ウェブサイト
6 Unit5 Business　動詞の形、メモ
7 Unit6 Office　手紙
8 Unit7 Technology　レポート・テキストメッセージ
9 Unit8 Personnel　手紙②、記事②
10 プレイスメント・テスト
11 Unit9 Management　接続詞、告知②
12 Unit10 Purchasing　Eメール③、広告②
13 Unit11 Finance　時制、広告③
14 Unit12 Media　手紙③、記事③
15 Unit13 Entertainment　前置詞、Eメール④



2019-SJ00009612-77インターミディエイト・イングリッシュⅡ「S C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学のPC教室や自宅のPCを活用し、英語の各技能（grammar,
reading, listening）をスキルアップします。
教室での対面式授業と自宅での学習による英語技能の基礎固め
を行うことで、各学部の専門性の高い英語を理解する力を養成
します。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も同時に養います。
従来の読む事に重きを置いた英語学習ではない、英文全体を見
ながら文意を正しく理解する力を身につけましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

e-learning教材を活用し、英語を正しく理解するための総合的な
英語力を身に付ける。(技能)

英語のリスニングの基礎力を身に付ける。(技能)

英語のリーディングの基礎力を身に付ける。(技能)

英語のグラマーの基礎力を身に付ける。(知識・理解)

授業内外で主体的に英語学習に取り組む。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します。
なお、記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます。

予習：5分
復習：10分

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・学習態度やe-learningの学習状況を総合的の評価：50%（到達
目標1,2,3,4）
・復習テスト：50%（到達目標5）

※定期試験期間中に試験は行いません。よって再試験も実施し
ません。

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]reallyenglish
[ISBN]インターネット教材のためISBNはない。
[Comments]5000円程度。前期、後期ともに同じ教材を用い
るため改めて購入しないよう

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・辞書を持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

・理由がある欠席の場合のみ、復習テストの追試を行う

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業に関する説明を行うため、必ず出席す
る事）

2. 文法課題

3. リーディング課題

4. リスニング課題

5. 文法課題

6. リーディング課題

7. リスニング課題

8. 文法課題

9. リーディング課題

10. プレイスメントテスト

11. 文法課題

12. リーディング課題

13. リスニング課題

14. 復習テスト

15. Review



2019-SJ00009613-72インターミディエイト・イングリッシュⅢ「S R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

谷岡　敏博

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は、英語の読解力と作文力の向上を主眼とする授業で
す。
読解力向上については、英語の基本である５文型、動詞などを
含むエッセイ
を読み英語読解力アップを目指します。

　作文力向上については、英語の５文型、動詞などの基本文法
にそった
平易な日本文の英文への転換時の”コツ”を身につけることを
目指します。
教材は、教科書と副教材プリント。練習問題を通して文字通り
の訳では
なく、意味をいかに平易な英語表現や英文で伝えるかの英作力
の習得が
期待できます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　読解力向上
　・英語の基本である５文型、動詞などを含むエッセイを読み
英語読解力の
　　向上を目指します。(技能)

２　作文力向上
　・英語の５文型、動詞などの基本文法にそった平易な日本文
の英文
　　への転換時の”コツ”を身につけることを目指します。
　　(技能)

３　様々なテーマについてのエッセイの内容から知識、教養が
増します。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・本文(長文)の予習が望ましい。各レッスンの文法問題なども
予習時に
　積極的に挑戦してほしい。授業中に個別に質問、解答チェッ
クに応じます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合で、注意
事項も含め総合評価します。

・期末の定期試験 　・・・約９０～８５％(到達目標１，２）
・授業での発表　　 ・・・約１０～１５％（到達目標１，２）
・ボランティア得点 ・・・積極的な発表に２点/回を加算する
(到達目標２）

注意：欠席過多の場合「授業での発表」の点から減点する場合
がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
　Elementary English:Reading & Writing

[Author(s)]
  　T.Sato, M. Ito
[Publisher]
  　南雲堂

[ISBN]
　978-4-523-17779-1
　　
[Comments]
　2015年、1900円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業で言及します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・英和、和英辞書持参するとより効率よく受講ができま
す。
・向上心、好奇心、積極性を持って授業に臨んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週の予定
１ オリエンテーション シラバス解説他
２ ５つの基本文型　読解と英作文練習他
３ 動詞　読解と英作文練習他
４ 進行形・未来形・助動詞
      　読解と英作文練習他
５ 名詞・冠詞・代名詞
　  　 　読解と英作文練習他
６ 前置詞・接続詞　読解と英作文練習他
７ 形容詞・副詞と比較級　読解と英作文練習他
８ 不定詞　読解と英作文練習他
９ 動名詞と分詞　読解と英作文練習他
10 各種疑問文・Itの特別用法
　 　　　読解と英作文練習他
11 受動態　読解と英作文練習他
12 完了形　読解と英作文練習他
13 接続詞 Ⅱ　読解と英作文練習他
14 仮定法　読解と英作文練習他
15 Review 読解と英作練習他
＊一部順番を入替えカバーする場合あり。



2019-SJ00009613-73インターミディエイト・イングリッシュⅢ「S R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、文化や習慣の違いなどの身近なトピックから、社
会的トピックに関する英文(400̃800 words)を通して、読解力の
基礎を身につけます。パラグラフごとの内容を理解し、要点と
なる大切な情報を整理しながら読み進める訓練を行います。ま
た、パラグラフ間の関係や構成にも着目し、文章全体の流れを
ライティング活動を通して再確認することで、論理的文章や思
考の組み立て方を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 400語から800語程度の現代の標準的な英文を読解できる。
(技能)

(2) 基礎的な英文法を理解し、英語の語彙や表現方法の知識を
身に着ける。(知識・理解)

(3) 授業内外で英語学習に取り組むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・小テストの準備 (30分)
・指定された教科書の範囲の予習（60分）
※予習内容をもとにペアワークを行います。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

参加状況（ペアワークへの積極的参加、課題提出など）：30％
［到達目標(3)］
小テスト：20％［到達目標 (1), (2), (3)］
最終試験：50％［到達目標(1), (2)］

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Reading Choice
[Author(s)] Miwako Yamashina他
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-1-285-19749-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が多いと授業への参加状況（積極的発表等）が評価で
きないので、単位の習得が難しくなる場合があります。ま
た、授業では頻繁にペアでの活動を行うため、それらへの
積極的な参加が求められます。辞書必携。携帯電話の使用
不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
2. Ch. 1: A Cultural Difference
3. Ch. 2: Changing Lifestyles and New Eating Habits
4. Ch. 3: Technology Competes for Family Time
5. Ch. 4: Language
6. Ch. 5: Loneliness
7. Ch. 6: The Importance of Grandmothers
8. Ch. 7: The Reliability of Eyewitnesses
9. Ch. 8: Innocent until Proven Guilty
10. Ch. 9: Solving Crimes with Modern Technology
11. Ch. 10: Ancient Artifacts and Ancient Air
12. Ch. 11: Medical Technology
13. Ch. 12: Mars Our Neighbor in Space
14. 最終試験
15．まとめ
※必要に応じて調整することがあります。



2019-SJ00009613-74インターミディエイト・イングリッシュⅢ「S ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

行時　潔

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC Test のスコアアップのため実際のテスト形式に即した問
題を数多く解く練習を通して、グローバル社会に対応できる英
語運用能力を身に付ける。リスニングの力を向上させる対策と
して、英語を単に聞きながら問題を解く練習をするだけでな
く、リスニング、発音練習、音読などのトレーニングを毎回の
授業で行う。リーデイングテストの対策としては、本テキスト
に出てきているTOEIC Test 頻出語句、構文、文法事項を修得
し、英文を正確に速読できるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングや音読などのトレーニングを繰り返すことで英語
の速度やリズムに慣れ、英語ネイテイブの「生の英語」を聞き
取ることができる。(技能)

 英単語や構文そして英文法の基礎的な知識を学び、英文の内容
を正確に早く読むトレーニングを積み、速読力を身に付けるこ
とができる。(知識・理解)

 自律的な英語学習者になるよう、自ら積極的に英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で行うUnitのPart 1～Part 4のListening問題を音
声を聴きながら解くこと。Part 5～Part 7のReading問題は、各自
時間を決めて辞書を使わずに解いた後、覚えていなかった単語
を辞書で調べながら全て解いてくること。（４５分）

復習：学習したUnitのListening問題については音声を聴きなが
ら音読やシャドーイングの練習を繰り返し行うこと。Reading
問題の間違えた箇所は必ず確認し確実に身に付けること。（４
５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価する。
　・平常点：１０％（到達目標 ）
　・前半の復習テスト：４０％（到達目標① ）
　・授業14回目のリスニングテスト：２０％（到達目標①）
　・定期試験：３０％（到達目標 ）

前半の復習テストや授業14回目のリスニングテストを欠席しな
いようにすること。

欠席や遅刻は学習状況や課題発表の評価を妨げるので、欠席は
１回につき２点減点、３回の遅刻は１回の欠席とみなす。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Raising Your Level! for The TOEIC 　　　　Listening
and Reading Test
[Author(s)]　光冨省吾、新田よしみ、Paul 　　　　　　
Turner、Aaron Hahn
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17851-4  C0082
[Comments]２０１８年発行　２１００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中に行う音読の練習の際は必ず声を出すこと。

辞書としてスマホやタブレット端末などを使うことは認め
ないので、必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1回目：オリエンテーション（Unit 1 を行いながら授業の
進め方、使用テキスト、成績評価などの説明をする。）
2回目：Unit 2  Travel
3回目：Unit 3  Hotels
4回目：Unit 4  Dining
5回目：Unit 5  Sports and Hobbies
6回目：Unit 6  Phone Calls and Emails
7回目：Unit 7  Health
8回目：前半の復習テスト
9回目：Unit 8  Ecology
10回目：Unit 9  Shopping
11回目：Unit 10  Transportation
12回目：Unit 11  Computers
13回目：Unit 12  Offices
14回目：リスニングテスト
15回目：前期の総まとめ



2019-SJ00009613-75インターミディエイト・イングリッシュⅢ「S ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

熊本　千明

◎－－－　概要　－－－◎

実際のTOEIC形式の問題を解くことによって、自分の弱点を克
服するための効果的な訓練を行う。ディクテーションも取り入
れ、重要な単語、表現を確実に身につける。また、音読によ
り、長い文章を流れに沿って理解できる力をつける。一回の授
業で一課進むことを目標とするが、理解度を確認しながら、進
度を調節する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

広範な語彙を習得し、読解力、聴解力を増強する。(知識・理
解)

TOEIC の問題形式に慣れ、目標のスコアに近づくことを目指
す。(技能)

積極的に授業に参加しコミュニケーションを行う。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　時間を限って、各Unit の練習問題を解き、そのあと、分
からない単語を調べておくこと。(45分)
復習　正解をもう一度確認し、何度も英文を声に出して読むこ
と。単語の発音を確認すること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価する。
学習状況 (テキストを持参した上での授業への積極的な参加、
予習） 30%、聞き取り小テスト 10%、定期試験　60% を目安と
した、総合的な評価。

欠席が度重なると、学習状況の評価ができないので、単位取得
が難しくなる場合がある。欠席する毎に、学習状況の配分点を
減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Totally TOEIC L & R Test Challenge 500-600
[Author(s)] Alison Kitzman, 三原京, 中村善雄, 他.
[Publisher]　南雲堂
[ISBN]　978-4-523-17865-1 C0082
[Comments]　2018年発行　価格1800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ずテキストと辞書を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introducton 学習方法、評価方法等の説明を行う。
2.Shopping に関する語彙、文を理解し、運用する。
3.Entertainment、weather に関する語彙、文を理解し、運用
する。
4.Eating out に関する語彙、文を理解し、運用する。
5.Travel に関する語彙、文を理解し、運用する。
6.Health に関する語彙、文を理解し、運用する。
7.Housing、media に関する語彙、文を理解し、運用する。
8.Mini Test を実施する。
9.Employment　に関する語彙、文を理解し、運用する。
10.Workplaces、Products に関する語彙、文を理解し、運用
する。
11.Making deals　に関する語彙、文をを理解し、運用す
る。
12.Office messages に関する語彙、文を理解し、運用する。
13.Sales に関する語彙、文を理解し、運用する。
14.Commuting、meeting に関する語彙、文を理解し、運用
する。
15.聞き取りの小テストとまとめを行う。



2019-SJ00009613-76インターミディエイト・イングリッシュⅢ「S ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武田　桂依

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは検定対策英語の受験、特に社会的ニーズ性の高
いTOEIC®試験のスコアアップを念頭に、実践的なトレーニン
グと、TOEIC®テストを攻略するための基礎体力を徹底養成す
ることを目的に作成された教材を中心に学習していきます。
TOEIC®の全７パートの出題形式を踏まえたうえで、学生個人
に必要なもの(語彙、文法、出題される状況の背景など)を把握
し、弱点を補いながら、学期を通して、TOEIC®の新形式対応
した教材を使って指導していきます。
また、学期内で2度のユニットテストを実施することで、学生
の授業内容の把握度を確認していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC®の英語の速度やリズムに慣れ、また、４つの異なる話
者のアクセントを聞き取ることができるようになること。(技
能)

各パーツの出題形式を理解し、対応できようになること。ま
た、英文を正確かつ早く理解できるように、速読力を身に付け
ること。(技能)

英文を読む力を伸ばすのに必要な語彙をテーマごとに増加する
こと。(知識・理解)

クラスを通してTOEIC®の攻略方法をしっかりと身につけ、学
生個人が自主的に学習に取り組むことができるようになるこ
と。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の週で学習するUnitの単語を調べ、リスニングとスク
リプト補充問題を事前に解いてくること。
復習：学習したUnitを見直し、特に自分が間違った問題を再度
やり直すことなどの自主的学習をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

＊平常点：30％（学習状況、課題提出など）
＊ユニットテスト(1)35％ (英語の聞き取り力、語彙や読解の理
解度)
＊ユニットテスト(2)35％ (英語の聞き取り力、語彙や読解の理
解度)

このクラスでは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Full Gear For The TOEIC® L&R Test ポイントで強化
するTOEIC® L&Rテスト対策
[Author(s)]Mark D. Stafford, Chizuko Tsumatori, Kozue Matsui
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764740648
[Comments]2018年版　テキスト価額￥2.000(税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*毎回、前の週の復習テストがあるので、必ず前回の学習
した内容を復習してくること。
*毎回、必ず辞書持参で授業に出席すること。
*課題が与えられた場合は次の週に課題を提出すること。
*欠席が度重なると、単位取得が難しくなる場合があるた
め、欠席する場合は必ず事前に報告すること。
*理由なしの欠席、遅刻によるテストの実施はしません。
*必ずしもシラバス通りに進まない場合があります。
*質問や連絡事項は必ず　kayeish@icloud.com　までメール
をするようにお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction：受講上の注意、進み方、課題や評価方法な
どの説明。TOEIC® L&R のプレスメント・テストを実施
します。(２回以降は、下記の通りテキストに沿って各
テーマについて学習します。復習テストは３回目より実施
予定。)
2. Unit 2: Eating Out (学習内容：レストラン関連の語彙や会
話、Yes/No疑問文と代名詞)
3. Unit 3: Shopping (学習内容：買い物関連の語彙や会話、
予定の聞き方と動詞)
4. Unit 4: Office (学習内容：社内関連の語彙や会話、依頼や
許可の聞き方と進行形)
5. Unit 5: Housing (学習内容：住居に関する会話、提案や勧
誘の聞き方と形容詞)
6. Unit 8: Personal (学習内容：面接や求人に関する会話、
Wh-疑問文と品詞)
7.Unit 9: Meetings and Workshops (学習内容：ワークショッ
プに関する会話、Wh-疑問文と不定詞)
8.ユニットテスト(1) :該当Units: 2.3.4.5.8.9
9. Unit 10: Transaction and Finance (学習内容：金融に関する
会話、Wh-疑問文と接続詞)
10. Unit 11: Travel (学習内容：旅行に関する会話、Wh-疑問
文と前置詞)
11. Unit 12: Health (学習内容：医療に関する会話、Howの
疑問文と比較)
12. Unit 13:Letter and Email (学習内容： オンラインやEメー
ルに関する会話、付加疑問文や受動態)
13. Unit 15: News (学習内容：新聞に関する会話、現在完了
の応答や重要構文)
14.ユニット(2) :該当Units: 10.11.12.13.15
15 学期の総まとめと解説



2019-SJ00009613-77インターミディエイト・イングリッシュⅢ「S C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松尾　キャサリン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their speaking skills. Students
will improve their speaking by doing pair-work communication
activities about topics and about different situations (e.g. apologizing,
inviting) and then towards the end of the semester students will move
on to the study and practice of group communication activities in the
form of informal discussions. Students will also learn to make short
presentations that resemble the speeches that are tested in the first
level of the STEP test. Students will then attempt to question fellow
students about their speeches.  Students will learn to understand topics
connected with current events in the news. The teacher will make
notes of the vocabulary and phrases that occur in lessons and make
handouts which she will print out and give to students during the
semester. Students must review and show that they have knowledge of
the content of these handouts after receiving the handout. Every week,
class will begin with a review of the previous lesson(s) so students
must review course content each and every week. Your performance
in this review will account for 20% of your grade.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①Students will learn and express knowledge on a range of topics
including current events.(知識・理解)

②Students will perform a range of functions in English. Students will
learn to ask and answer questions.(技能)

③Students will learn principles of communication and demonstrate
that they understand them by their attitude and behaviour.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Every lesson will begin with a review of the content studied in
previous lessons. Students must study the notes they write in class and
also the teacher’s handouts to review course content. Students
should show that they understand the content of the previous lessons.
Students will show their understanding by talking about previous
topics, and asking questions to fellow students about topics. Students
are expected to spend a minimum of 30-40 minutes on homework
assignments and/or review. Student performance in weekly review
will account for 20% of the course grade.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。
・Performance in weekly review: 20%
・中間テスト: 20%
・Performance on in-class tests at the end of term: 60%

※There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
※ There is no textbook for this course.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.
※Attendance and enthusiastic participation are vital to success in this
course, since each week builds upon the work of the previous week.

◎－－－　テキスト　－－－◎

「なし」 I will provide teaching materials.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small groups for conversation practice,
complete homework and come to all (or almost all) lessons.
※Students must bring a dictionary to each lesson.
※　Students must NOT use mobile phones or smartphones
unless asked to do so to find information.
※ There is no textbook for this course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Looking at the Common European Frame of Reference
regarding what you need to be able to do when speaking English.
Practicing pronunciation.
2-3. Learning to speak about a topic; communicating with a
partner about the topic.
4. Making a short speech about a topic. Asking questions about
the speech.
5. Functional English: learning how to apologize. Understanding
current events: reading and talking about a topic in the news.
6. Review of topics: taking longer turns to explain the topics;
   exchanging opinions.
7. Mid-term evaluation/中間テスト.
8. Current event: organizing our
   speech to give a coherent
   explanation of the event and our
   point of view/attitude towards it.
9. Functional English: learning how to make invitations.
10. Making a short speech about a topic. Asking and answering
questions about the topic.
11- 12. Group discussions about a topic. Giving your opinion;
agreeing and disagreeing with an opinion.
13. Review.
14. In-class testing.
15. In-class testing.



2019-SJ00009614-72インターミディエイト・イングリッシュⅣ「S R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

柴田　千秋

◎－－－　概要　－－－◎

スマホ、ドローン、自動運転バスなど科学技術の恩恵を受ける
現代の生活に関する３５０語程度の平易なエッセイを題材にし
たテキストを用い、リーディングとライティングの力を養成し
ます。リーディングでは、各課で使用される重要語句を確認
し、本文を読んだ後、内容の理解度確認の設問に答え、本文の
要約を聞き取って完成する作業を行います。ライティングで
は、本文中に出てくる語句や慣用表現、重要構文を使った作文
の演習をし、内容に関する質問に英語で答えます。最後に自分
の意見を発表することで、自ら発信できる技能を訓練をしてい
きます。また毎回、前回学習した課の簡単な小テストを行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を理解するために必要な語彙を増やす。(知識・理
解)

長文の読み取りに必要な文の構造や論理展開を把握し、要点を
理解する。(技能)

内容に関する英語の設問に英語で的確に答える。(技能)

要約文を書いたり、自分の意見を短い英文で発表できる。(技
能)

自律的な英語学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習については、次回の課を読んで知らない語句を調べてく
る。（３０分）
復習については、前回の課の重要な語句や構文を覚え、英文を
書けるようにする。（４０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点１５％（予習状況、授業での発表、宿題など）(到達目
標③⑤)
授業中の小テスト２５％ (到達目標①)
復習テスト３０％ (到達目標②③④)
定期試験３０％ (到達目標②③④)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Science in Our Daily Life
[Author(s)]小林俊彦、Bill Benfield
[Publisher]成美堂
[ISBN] 9784791934164
[Comments]価格1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず予習して臨み、辞書を持参する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方、評価の仕方などの説明 / Unit 1: Phone Dirt
Reveals Personal Data
2. Unit 2: Driverless Buses
3. Unit 3 Stealth Keys
4. Unit 4: Unfamiliar Sources of Energy
5. Unit 5: Delivery by Drone
6. Unit 6: Uber and its Future
7. Unit 7: Convenience Stores in Japan
8. Unit 8: Learn English with a Robot
9. Unit 9: Noise level and Disease
10. Unit 10: Reading Faces
11. Unit 11: Meditation and Sports
12. Unit 12: Digital Disabilities
13. Unit 13: Euglena Dietary Supplements
14: 復習テスト
15: まとめと解説



2019-SJ00009614-73インターミディエイト・イングリッシュⅣ「S R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

大学では、「英語を学ぶ」ことから進歩して「英語で考える」習
慣を身につけることが求められます。そのためには、英語4技能
のうち読む力と書く力をしっかりと身につけておく必要がありま
す。そこで、この授業では、VOA(Voice of America)からのニュー
ス素材を使って制限時間内に英文を読んだり、模範例文を応用し
て英文（単文や複文）を書く練習をします。また、皆さんの英語
の語彙力を増やすことも授業の目標です。

使うテキストは健康や環境分野関連の様々なトピックについて比
較的平易な英文で書いています。なので、この授業が科学英語の
導入にもなるでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①健康と環境分野の英語語彙力を身につける。(知識・理解)

②500から700ワード程度の英文の内容を制限時間内に効率的に読
み取ることができる。(技能)

③授業で学習した単語や表現を応用して複雑な英文を書くことが
できる。(技能)

④英語を自律的に学習する習慣を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞（60分）
テキスト内の指定された英文について、入念に辞書を引いて内容
を把握する。

＜復習＞（90分）
この授業では、復習が特に大切です。以下の手順で復習して下さ
い。

①出版社（松柏社）のウェブサイトからテキストの音声をダウン
ロードし、その音声を少なくとも5回は聴き直すようにしてくだ
さい。さらに、ポーズやアクセントのタイミングにも注意しなが
ら、できるだけ音声に忠実に音読練習もしてください。

②授業中に読んだ英文を一文一文丁寧に読み直して下さい。

③授業中に紹介された重要語句や表現を覚えて下さい。
　
④授業以外でも英語に触れる機会をできるだけ多くもつように心
がけて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標を達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。

授業中の取り組み（予習の質や、授業への積極性を評価しま
す）：20％（到達目標②③④）
中間テスト：30％（到達目標①④）
定期試験：50％ （到達目標①②③④）
 
 

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Health & Environment Reports from VOA. Vol.3.
[Author(s)]Seisuke Yasunami and Richard S. Lavin.
[Publisher]Shohakusha
[ISBN]978-4-88198-743-8
[Comments]必ず購入しておいて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・充分な予習をした上で授業に臨むようにして下さい。
・授業に参加することは当然なので、欠席や遅刻をしないこと。
・欠席が多いと、学習活動参加状況の評価ができなくなるので、単位取得が難
しくなる場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
Unit 1 Getting Fit...Virtually
バーチャル・リアリティについての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第2回
Unit2　Buzz Off, Elephants!
野生の象の生態についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第3回
Unit 3 Slowing Down
疲労についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第4回
Unit 4 Cameras in the Wind
野生動物の生態についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第5回
Unit 5 Happiness in Finland
幸福度指数についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第6回
Unit 6 Seeds of the Future
種子保存についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第7回
Unit 7 Helping Mice Walk Again
幹細胞移植についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第8回
中間テスト：これまでに身につけた語彙力を試すテスト。
+
Unit 8 Go South!
蝶の生態についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第9回
Unit 9 Obesity Rising
肥満についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第10回
Unit 10 Killing Germs with Sunlight
医療従事者の防護服についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第11回
Unit 11 Antibiotic Resistance Spreading Quickly
抗生物質についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第12回
Unit 12 Fuelling up with Whisky
ウィスキー醸造についての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第13回
Unit 13 Small Doses of Vaccines may be Enough.
ワクチンについての英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第14回
Unit 14 Pesticides in Honey?
殺虫剤の生態系への影響を論じた英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。

第15回
Unit 15 Super-agers Have Younger Brains!
加齢と脳の関係を論じた英文を読み、それに関する語彙も学ぶ。
+
授業のまとめ



2019-SJ00009614-74インターミディエイト・イングリッシュⅣ「S ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

岩崎　一恵

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語検定試験の受験を念頭に置
き、リスニング分野、リーディング分野のトレーニングを通し
て、語彙の拡充、文法事項の確認、さらに文化的背景の理解を
深めることにより、英語の総合力の増強を図ります。１・２年
次に学習した内容を踏まえて、さらに高度な内容に取り組み、
スコアアップを目指します。テキストはTOEIC受験に備えたも
のを用いますが、プリントなどによりTOEFL、STEP、IELTSの
問題演習なども行います。原則として、毎回ミニテストを行い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種主要英語検定の目的・特徴・違いを知ることができる(知
識・理解)

TOEIC Testの出題形式の特徴を知ることができる(知識・理解)

TOEIC TestのPart 1̃7のそれぞれの解放のコツを習得できる(技
能)

１・２年次の学習より高度な学習を行うことにより、さらにレ
ベルアップした英語力が習得できる(技能)

予習をすることにより、授業において自分の着目すべきポイン
トがわかる(技能)

復習をすることにより、英語力を確実なものにすることができ
る(技能)

自律的な英語学習を行うことによって、緊張感をもって、積極
的に授業参加できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は必須です。授業は予習（60分）をしてきていることを前
提に行います。次の授業で行うUnitの各演習を行ってきます。
詳しい予習のやり方は初回の授業で指示します。予習において
はテキストの問題演習を行い、特に「自分が良く分からないと
ころはどこなのか」を明らかにしましょう。また、ミニテスト
のために復習（30分）を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
授業中の活動（受講態度・授業への貢献度・小テスト）…30％
最終総合試験(インクラス)…30%
定期試験…40％
上記の割合を目安とする。ただし、本時受講期間中に各種英語
検定試験を受験した場合、その結果の証明を添えて報告した場
合、これを成績評価に加味することがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]KEY STRATEGIES FOR SUCCESS ON THE TOEIC
L&R Test：　Level 600
[Author(s)]西谷敦子ほか
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15637-8[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業はテキストを持参のうえ、必ず出席すること。
毎時間テキスト・辞書・筆記用具（鉛筆・消しゴム）など
を持参すること。授業中の携帯電話・スマートフォン・タ
ブレットなどの使用、ほかの授業の予習復習など本時に関
係のない行為、飲食などは禁止。欠席・遅刻・授業中のト
イレ退出は厳に慎むこと。その他詳細については、初回の
授業で説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業ガイダンスと各種検定試験の概要な
ど）
2. Unit L-1 R-1 品詞
3. Unit L-2 R-2 受動態・確認テスト1
4. Unit L-3 R-3 時制・確認テスト2
5. Unit L-4 R-4 前置詞・接続詞・確認テスト3
6. Unit L-5 R-5 代名詞・関係代名詞・確認テスト4
7. Unit L-6 R-6 長文穴埋め・確認テスト5
8. Unit L-7 R-7 広告・チャット・確認テスト6
9. Unit L-8 R-8 Eメール・手紙・確認テスト7
10. Unit L-9 R-9 告知・社内回覧・確認テスト8
11. Unit L-10 R-10  記事・確認テスト9
12. Unit L-11 R-11 ダブルパッセージ・確認テスト10
13. Unit L-12 R-12 トリプルパッセージ・確認テスト11
14. Unit L-13 R-13 Review・確認テスト12
15. インクラス最終総合試験



2019-SJ00009614-75インターミディエイト・イングリッシュⅣ「S ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

上野　文

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語資格検定試験のうち、特に社
会的ニーズが高いと思われるTOEIC L&R TESTの受験を念頭
に、実践的なトレーニングを中心とした授業を行います。
テーマ毎に構成された問題を数多く解答することで、テスト形
式に慣れるだけではなく、基礎的な英語力の向上も目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC受験に対応できる語彙をより多く身に付ける。(知
識・理解)

②TOEIC形式のリスニング問題に慣れ、英語をより正確に聞き
取ることができる。(技能)

③TOEIC形式のリーディング問題に慣れ、英文を素早く読んで
解答することができる。(技能)

④音読や書き取りの練習を通して基礎的な英語力を定着させ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　次の授業で扱うUnitのkey vocabularyの意味を調べ、文法
及びリーディング問題を解く（45分）
　　　

復習　学習したUnitに出てきた語彙、文法事項の確認（45分）
　　　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と
割合により成績評価します。」

平常点：10％（到達目標①②③④）
　学習態度、発表の仕方などを総合的に評価します。

復習小テスト：30％　（到達目標①②③）
　授業で扱った語彙の復習テスト、TOEIC形式のリスニングテ
ストを行います、。
定期試験：60％　（到達目標①③）
　　　　　　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]SUCCESSFUL STEPS FOR THE TOEIC L&R TEST -A
TOPIC-BASED APPROACH- NEW EDITION[Author(s)]
Hisakazu Tsukano, Atsuko Yamamoto, Naoko Osuka, Robert
Van Benthuysen
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN]9784791934218
[Comments]テキスト価格　2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業にはテキストを購入の上、出席すること。
授業には必ず以下のものを持参すること。
①テキスト
②辞書（電子辞書可）
③筆記用具

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション、Pre-Test

2. Unit 1 Entertainment
   文型、名詞について
3. Unit 2 Personnel
   現在形、代名詞について
　　単語テスト①
4. Unit 3  Office Work & Supplies
   過去形、形容詞について
5. Unit 4 Office Massages
   未来を表す表現、冠詞について
6. Unit 5 Eating Out
   進行形、副詞について
　　単語テスト②
7. Unit 6 Technology
   完了形、比較について
8. Unit 7 Research and Merchandise 　　　Development
   助動詞、動詞について
9. Unit 8 Finance and Budgets
   受動態、不定詞について
　　単語テスト③
10. Unit 9 Purchases
   時制の一致、分詞について
11. Unit 10 Manufacturing
   主語と動詞の呼応、動名詞について
12. Unit 11 Marketing & Sales
   仮定法について
13. Unit 12 Travel
   平叙文、関係詞について
14. Unit 13 Contracts&Negotiations
   命令文、等位接続詞について
　　リスニングテスト
15. 後期の復習



2019-SJ00009614-76インターミディエイト・イングリッシュⅣ「S ESP-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

行時　潔

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC Test のスコアアップのため実際のテスト形式に即した問
題を数多く解く練習を通して、グローバル社会に対応できる英
語運用能力を身に付ける。リスニングの力を向上させる対策と
して、英語を単に聞きながら問題を解く練習をするだけでな
く、リスニング、発音練習、音読のトレーニングを毎回の授業
で行う。リーデイングテストの対策としては、本テキストに出
てきているTOEIC Test 頻出語句、構文、文法事項を修得し、英
文を正確に速読できるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングや音読などのトレーニングを繰り返すことで英語
の速度やリズムに慣れ、英語ネイテイブの「生の英語」を聞き
取ることができる。(技能)

 英単語や構文そして英文法の基礎的な知識を学び、英文の内容
を正確に早く読むトレーニングを積み、速読力を身に付けるこ
とができる。(知識・理解)

 自律的な英語学習者になるよう、自ら積極的に英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で行うChapterのListening Section問題を音声を聴
きながら解くこと。Vocabulary及びReading Section問題は、各自
時間を決めて辞書を使わずに解いた後、覚えていなかった単語
を辞書で調べながら全て解いてくること。（４５分）

復習：学習したChapterのListening Section問題については音声を
聴きながら音読やシャドーイングの練習を繰り返し行うこと。
Vocabulary及びReading Section問題の間違えた箇所は必ず確認し
確実に身に付けること。（４５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価する。
　・平常点：１０％（到達目標 ）
　・前半の復習テスト：４０％（到達目標① ）
　・授業14回目のリスニングテスト：２０％（到達目標①）
　・定期試験：３０％（到達目標 ）

前半の復習テストや授業14回目のリスニングテストを欠席しな
いようにすること。

欠席や遅刻は学習状況や課題発表の評価を妨げるので、欠席は
１回につき２点減点、３回の遅刻は１回の欠席とみなす。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] BEAT YOUR BEST SCORE ON THE TOEIC L&R
TEST
[Author(s)]松岡　昇、傍島　一夫
[Publisher]松柏社
[ISBN]略号＝７４５
[Comments]２０１９年発行　１９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中に行う音読の練習の際は必ず声を出すこと。

辞書としてスマホやタブレット端末などを使うことは認め
ないので、必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1回目：オリエンテーション（Chapter 1 & 2 を使って授業
の進め方、使用テキスト、成績評価などの説明をする。）
2回目：Chapter 1 Shopping & Chapter 2 At a Restaurant
3回目：Chapter 3 Transportation & Chapter 4 Entertainment
4回目：Chapter 5 Accommodation & Chapter 6 Employment
5回目：Chapter 7 Communication & Chapter 8 Negotiating
6回目：Chapter 9 Giving a Presentation & Chapter 10
Appointments
7回目：前半のまとめ
8回目：前半の復習テスト
9回目：Chapter 11 Public Facilities & Chapter 12 On the Street
10回目：Chapter 13 Vacation & Chapter 14 Environment
11回目：Chapter 15 Housing & Chapter 16 Meetings
12回目：Chapter 17 Business Performance & Chapter 18
Handling Customer Complaints
13回目：Chapter 19 Advertising & Chapter 20 At a Factory
14回目：リスニングテスト
15回目：後期の総まとめ



2019-SJ00009614-77インターミディエイト・イングリッシュⅣ「S C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience how to explain their ideas in detail.(知識・
理解)

Students will gain experience from speaking in front of others.(技能)

Students will be taught the differences of Japanese versus native
English speaking styles.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units.Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 2
[Author(s)]　 Steven Gershon
[Publisher]　Cambridge 2010
[ISBN]　9781107435780
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Understanding Presentations
 2  Interviewing
 3  Describing places
 4  Presentation preparation
 5  Presentations
 6  Describing things
 7  Presentations
 8  Describing memories
 9  Presentation
 10 Explaining a process
 11  Process explanation cont.
12  Presentations
13  Giving your opinion
14  Giving your opinion cont.
15  Final presentation



2019-SJ00009601-79フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

岩本　弓子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の4技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指す。学生向けに放送される実際の英語ニュースを視聴し
ながら、リーディングに関しては、英語の論理構造、パラグラ
フの構成に注意し、平易な英語ニュースの概要、要点を素早く
かつ正確に読み取れる技術の習得を目指す。また時事的な内容
に少しでも多く触れて、現在どのようなことが英語圏で話題と
なっているかという、知識そのものを増やしていく。リスニン
グでは、基礎的な聞き取りを多く取り入れつつ、生の英語に少
しでも慣れるような練習を実施する。リスニング、リーディン
グともにニュースで使用される語彙の学習を通して実際の場面
で使用される頻度が高い語彙を学び語彙力の向上を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語ニュースの語彙、英語表現に親しみ、少しでも理解できる
ようになる。(知識・理解)

アメリカの若い世代向けのニュースを通して実際アメリカで話
題となっている問題を知り、自分自身の経験や日本と比較しな
がら、自分の考えが持てるようになる。(知識・理解)

生の英語ニュースの英語を少しでも多く聞き取れるようにな
る。(技能)

ニュースの内容ができるだけ正確に読み取れるようになる。
(技能)

学習したニュースだけではなく自分自身で興味のある英語
ニュースを探して視聴してみる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

あらかじめ付属のCDを聞き本文に一通り目を通し、わからな
い単語を調べておくこと。（15分）
和訳部分を自分で訳してみる事。（15分）
終了した単元のニュースのCDを繰り返し視聴すること。（15
分）
終了した単元ごとに単語の復習をし英文を意味を考えながら再
度読んでみる事。（30分）
和訳部分をもう一度正確に訳してみる事。（15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点25％（授業中の態度、自主的な発表をポイント制で点数
化する。単語の理解度、リスニングの能力、和訳部分がどのく
らい自分の力でできるかを評価する。20％　教師の問いかけに
自分の意見をきちんと述べられるかを評価する　5％）
語彙小テスト10％（単語がきちんと覚えられたかを評価す
る。）
定期試験65％（語彙をどの程度理解し、記憶できているか、英
文がどのくらい正確に読めているかを評価する。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CNN 10 ― Student News ―Vol.2
[Author(s)]F.Sekido, M.Kogure, J.Arnold, K.Ikeda & K.Cho
[Publisher]ASAHI PRESS
[ISBN]9784255156330
[Comments]定価1800円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。スマートフォンの辞書
の使用は教室内では不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．Introduction: 授業の進め方、評価方法の説明
ニュース英語の特徴。Unit 1 A Look at Gold
2. Unit 1 & Unit 2 Daylight Savings
3. Unit 2 & Unit 3 Making Libraries
4. Unit 3 & Vocabulary/Idioms in the News No.1
5. Unit 4 Pyramid Tech
6. Unit 4 & Unit 5 Pigments
7. Unit 5 & Unit 6 Shopping Tech
8. Unit 6 & Vocabulary/Idioms in the News No.2
9. Unit 7 Origami
10.Unit 7 Ice Cream
11.Unit 8 & Unit 9 Nigerian Women's Bobsled Team
12.Unit 9 & Vocabulary/Idioms in the News No3
13.Unit 10 Zoo Dog
14.Unit 10 & Unit 11 Google Before Google
15.Unit 11  まとめ、定期試験に関する説明

◎－－－　URL　－－－◎

http://edition.cnn.com
(cnn10/)



2019-SJ00009601-80フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

岡　俊房

◎－－－　概要　－－－◎

Reading（おもに「精読」と「朗読（音読）」）とListening（お
もに精聴）の演習を行う。また、速読や多聴の効果的方法につ
いても学ぶ。
　事前・事後学習としては、ＣＤ付の教科書の解説・対訳を参
考にして、（１）英文の音声を聴き、（２）語彙や構文を確認
し、（３）英文を書き写し、（４）音読する。随時小テストを
実施する。
　音源として有名なスピーチ等の本人音声等が収録されている
付録ＣＤをスマートフォン等に取り込んで、いつも聴いて音楽
のように楽しんで、言葉の持つ「音」の力を感じてほしい。
（YouTube等で関連動画も検索可能）

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語読解およびリスニングに必要な語彙･文法に関わる基本的
な知識を身につける。(知識・理解)

英語読解およびリスニングに必要な基本的「読解力」を身につ
ける。(技能)

異なる世界への窓となる英語（外国語）を積極的に学ぶ態度を
身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
（１） チャプター冒頭の”About the Story”を読んで「背
景」を理解する。
（２） ＣＤで英文の音声を聴いて、「音」を味わう。
（３） 可能なら、ＤＶＤやYouTube動画を見る。
（４） 対訳を読んで「内容」を確認する。
（５） 英文を「一読」する。
（６） もう一度英文を読み、知らない「語句」を注釈・対
訳・辞書で意味を確認する。
（７） 英文を見ながらＣＤ音声を聴いてどのように「声」
を出しているか確認する。
【復習】
（８）ＣＤにあわせて音読する。
（９）ＣＤ無しで音読する。
（１０）スマートフォンなど入れて「通学中」に繰り返し聴
く。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点５０％（学習状況、小テスト等）
・定期試験５０％
（いずれも全到達目標に関して総合的に評価します。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「感動する英語！」
[Author(s)] 近江　誠
[Publisher]文藝春秋
[ISBN] 4－16－365510－7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業のイントロ
２．チャールズ・チャップリン「独裁者」（１）
３．チャールズ・チャップリン「独裁者」（２）
４．チャールズ・チャップリン「独裁者」（３）
５．ビル・クリントン「不適切な関係」（１）
６．ビル・クリントン「不適切な関係」（２）
７．ビル・クリントン「不適切な関係」（３）
８．ピーター・シェファー「アマデウス」（１）
９．ピーター・シェファー「アマデウス」（２）
10．ピーター・シェファー「アマデウス」（３）
11．キング牧師「私には夢がある」（１）
12．キング牧師「私には夢がある」（２）
13．キング牧師「私には夢がある」（３）
14．キング牧師「私には夢がある」（４）
15．キング牧師「私には夢がある」（５）
（進行状況により調節します。）



2019-SJ00009601-81フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&L-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

島居　佳江

◎－－－　概要　－－－◎

英語の４技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指します。リーディングにおいては、英語の論理構造やパ
ラグラフ（段落）構成に注意しながら、簡単な英文の概要や要
点、さらには書き手の意図をしっかり理解すること、ならびに
早く英文を読むいわゆる速読の技能の習得を目指しています。
リスニングにおいても同様に、スピーチの概要や要点、さらに
話し手の意図を理解できるように、基礎的な聞き取り練習をふ
んだんに実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙力を身につける(知識・理解)

基本的な文法事項を理解できる(知識・理解)

長文を読み、聞くことに慣れる(技能)

グループワークで能動的に参加する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
単語テストの準備
授業予定の章を読んでおく
復習
授業で学習したストーリーをライティング、またはスピーキン
グでアウトプットしてみる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

積極的な授業態度：30%
単語テスト：30%
定期試験：40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  Inspirational Stories from Around the World
[Author(s)]  Masayuki Aoki and Peter Williams
[Publisher]  Nan'un-do
[ISBN]  9784523178064
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中古のテキスト（他人の回答入り）の使用は認められませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction, 2週目より毎週単語テスト
2. Phone Salesman Becomes Opera Singer
3. Sportsman's Wish Comes True
4. Fashion Model & UN Special Ambassador
5. Never, Ever, Ever Give up!
6. A Man with an Iron Will
7. Mottainai, the Slogan of Ecology
8. A War Photo Changed a Vietnamese Girl's
    Future
9. Time Waits for Nobody
10. Gateway to Freedom
11. Argentina's Beloved First Lady
12. An Act of Compassion amid Devastation
13. Fighting for Women's Education
14. The Founding Father of Apple
15. A Most Respected Eye Doctor



2019-SJ00009601-82フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&L-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

安浪　誠祐

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語資格検定試験（外部テスト）
のうち特に社会的ニーズが高いと思われるTOEICの受験を念頭
に、実践的なトレーニングを中心とした指導を行います。ただ
単に受験のテクニック（task-taking skills）のみならず、トレー
ニングを通してリスニングとリーディング、それに英文法のバ
ランスの取れた総合的な英語力を強化します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙やその語の英文中での機能を理解できる。(知
識・理解)

TOEIC(R)テスト受験への準備として、TOEIC(R)テストがどの
ようなものかを知ることができる。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教科書を予習して授業に臨み、授業後は復習をして、学んだ
ことを定着させること。（45分）
・「音声ファイルのダウンロード」からダウンロードした音声
を何度も繰り返し聞いて、英語のリズムに慣れること。（45
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
①評価基準
　教科書の理解度がどの程度なのかを評価の基準とする。
②評価方法
　・定期試験: 50％（到達目標①②）
　・小テスト: 40％（到達目標①②③）
　・平常点: 10％（到達目標③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Next Step to the TOEIC(R) Test  TOEIC(R)テスト：
さらなる一歩
[Author(s)]　安浪誠祐・Richard S. Lavin
[Publisher]　朝日出版社
[ISBN]　978-4-255-15582-1
[Comments]　テキスト価格　 2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、前の週の復習小テストがあるので、必ず前回の
レッスンの復習をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回: 授業ガイダンス
第2回: UNIT 1 Campus Life
第3回: UNIT 2 Student Life
第4回: UNIT 3 Eating & Drinking
第5回: UNIT 4 Shopping
第6回: UNIT 5 Health
第7回: UNIT 6 Business Situations
第8回: UNIT 7 Daily Life
第9回: UNIT 8 Post Offices & Banks
第10回: UNIT 9 Entertainment
第11回: UNIT 10 Trips & Vacations
第12回: UNIT 11 Meetings
第13回: UNIT 12 Jobs
第14回: UNIT 13 Advertising
第15回: UNIT 14 Communications



2019-SJ00009601-83フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&L-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は、英文の内容を完全に把握するために欠かすことの
出来ない英語の基礎文法・構文を確認するものです。
英文法や英単語を確認していく中で文法や単語の成り立ちに規
則性があることを理解し、その規則性を意識しながら文章を読
み解く事・書き出す事が重要になります。
同時に英語を聴く耳を養う事でさらなる読解力、理解力を高
め、総合的な英語力の向上を目指すものです。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、短い英
文を書くことができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicative English Grammar for Speaking and
Writing
[Author(s)]Shukei Funada　他
[Publisher]EIHOSHA
[ISBN]978-4-269-33038-2
[Comments]テキストに加え自作ハンドアウトを配布する事
がある

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Lesson 1: 主語（１）人間主語

3. Lesson 2: 主語（２）無生物主語

4. Lesson 3: 時制

5. Lesson 4: 冠詞

6. Lesson 5: 名詞の可算性

7. Lesson 6: 名詞修飾

8. Lesson 7: 名詞構文

9. Lesson 8: 助動詞

10. Lesson 9: 不定詞・動名詞

11. Lesson 10: 否定

12. Lesson 11: 受動態

13. Lesson 12: 比較

14. Lesson 13: 代名詞It

15. Lesson 14: 前置詞・副詞, Review



2019-SJ00009601-84フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&L-6」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

川浪　幸代

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能のうち、リスニングとリーディングの力を養いま
す。映画タイタニックのテキストを利用して、リスニングで
は、登場人物のセリフの聞き取りを行います。生の英語ならで
はの音の連結、同化、脱落などの特徴を理解し、音声変化のポ
イントを体系的に学習していきます。また、聞き取った場面を
音読やロールプレイでしっかり発音できるように練習していき
ます。語彙や主要文法の確認を行った後は、視聴場面に関連し
たトピックについてのパッセージの読解演習を行います。ま
た、毎回、前回の復習小テストを行い、学習したことを確実に
身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画タイタニックの登場人物の会話を聞き取ることができる。
(技能)

映画タイタニックの登場人物の会話やキーフレーズを音声変化
に留意して発音できる。(技能)

映画タイタニックの登場人物の会話をロールプレイできる。
(技能)

映画タイタニックに関する一定量の英文を読み解くことができ
る。(知識・理解)

映画タイタニックに登場する重要語句、語彙、文法を理解し、
身につける。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に映画を用いて英語学
習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回のユニットのVocabulary, Expressions, Grammar,
Readingの問いに答え、配布されたパッセージ意味プリントを
完成させる。
復習：学習したユニットのリスニングパートの音読。復習小テ
スト（語彙と内容把握問題）の準備をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
　平常点　　　　　10%（態度・志向性）
　復習小テスト　　20%（知識・理解）
　リスニング試験　20%（技能）
　定期試験　　　　50%（知識・理解）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画タイタニックで学ぶ総合英語
　　　　Learn English with TITANIC
[Author(s)]　Teruhiko Kadoyama
　　　　　　　Simon Capper
[Publisher]　SEIBIDO
[ISBN]　　　9784791960248
[Comments]　テキスト価格 2300円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、前の週の復習小テストがあるので、必ず前回のレッ
スンの復習（語句・内容）をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
　　授業の進め方、予習復習の仕方、評価などについての
説明を受けます。
2.　Unit 1　　The Woman in the Picture　
　　　　　　　分詞１
3.　Unit 2　　Back to Titanic　
　　　　　　　受動態
4.　Unit 3　　Leaving Port　　
　　　　　　　助動詞
5.　Unit 4　　Don't Do It　
　　　　　　　仮定法
6.　Unit 5　　Do You Love Him?　
　　　　　　　進行形
7.　Unit 6　　I Can't See You.　
　　　　　　　関係詞１
8.　Unit 7　　I'm Flying!　　　
　　　　　　　関係詞２
9.　Unit 8　　Iceberg Right Ahead!
　　　　　　　完了形
10.　Unit 9　　An Honest Thief　
　　　　　　　 分詞２
11.　Unit 10　 Goodbye, Mother　
　　　　　　　 未来形
12.　Unit 11　 Get in the Boat　
　　　　　　　 代名詞
13.　Unit 12　 Two Tragic Bullets　
　　　　　　　 動名詞
14.　Unit 13　 Promise Me　　
　　　　　　　 不定詞
15.　前期の総まとめ
　　 クラス内リスニングテスト



2019-SJ00009601-85フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&L-7」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

名本　達也

◎－－－　概要　－－－◎

リーティング：幅広いトピックスを網羅したテキストを用い、
英語だけでなく、諸外国の文化についても学ぶ。毎回、小テス
トを実施し、残りの時間で解説をしてゆく。前もって予習をし
ておくことが望まれる。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

一定の速さ（１分間に100単語程度の速さ）で、まとまった量
の英文を読み、大意を理解できるようになる。(技能)

簡単な英文であれば、聴きとって意味を理解したり、正しく書
き取ることができるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回小テストを実施するので、範囲に該当する部分の予習を
してくること。
（30分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験50点
 (大意要約の配点を25点とする）
　平常点
　発表をすると平常点に加算する。
　リスニング30点：授業中に聴き取った内容を板書し、正解す
れば7.5点を加算する。30点（４回）を上限とする。
　小テストの結果及び授業中の発表内容・訳の分担　20点

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Japan Goes Global!
[Author(s)]　 Stuart Gale他
[Publisher]　南雲堂
[ISBN]　978-4-523-17860-6
[Comments]　2017　2,052円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回、辞書を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス, One Piece and the World's  Favorite Pirates 「文
法：まぎらわしい単語の使い分け」「語彙：学問に関する
単語」
2 Japan's Company Culture　「文法：名詞・代名詞」「語
彙：職場で用いる単語」
3 The Genius of Japanese Animation 「文法：形容詞」「語
彙：映画に関する単語」
4 How Superstitious is Japan?「文法：動詞
語彙：祝祭日に関する単語」
5 Bousouzoku「文法：副詞」「語彙：乗り物に関する単
語」
6 Why Do Japanese Students Sleep in Class?「文法：前置詞」
「語彙：大学生活に関する単語」
7 The Attraction of Onsen「文法：接続詞」 「語彙：観光・
旅行に関する単語」
8 Virtual Love「文法：助動詞」「語彙：科学に
関する単語」
9 Otaku and Proud 「文法：受動態」「語彙：様々な趣味に
関する単語」
10 Food Cultures Abroad 「文法：分詞・不定
詞・動名詞」「語彙：食べ物に関する単語」
11 Should the Japanese Writing System Be Simplified? 「文
法：冠詞」「語彙：文字・発音に関する単語」
12 The Grey Area of Gambling 「文法：関係詞」「語彙：娯
楽に関する単語」
13 Pokemon 「文法：時制」「語彙：アニメ・ゲームに関
する単語」
14 J-pop Production Companies 「文法：仮定法」「語彙：音
楽に関する単語」
15 Pop Peace 「文法：比較」「語彙：ファッションに関す
る単語」



2019-SJ00009601-86フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&L-8」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では主に以下の三つの活動に取り組みます。

(1) TED（Technology Entertainment Design）は、世界中の著名人や一
般人による講演会を開催・配信している非営利団体です。授業では
「ideas worth spreading (広める価値のあるアイデア)」の精神の下で披
露された様々なジャンルの英語によるプレゼンテーションをオンラ
インで視聴します。英語と日本語の字幕やトランスクリプトを活用
して読む活動も行い、内容の理解を深めつつ生の英語や熱く語られ
るメッセージの醍醐味を味わいます。

(2) 異なるテーマや場面に関するロールプレイ活動を英語で行いま
す。モデルダイアローグを聞き、音読し、ペアで内容を書き直し、
練習し、発表までつなげます。英語特有の発音やイントネーショ
ン、音の変化や強弱のリズム等を学び、発表に活かします。

(3) アカデミックな内容のパッセージを英語で読み、聞き、ノートを
とる学習に取り組みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のプレゼンテーション（字幕付き）を視聴し、生の英語の速度
や発音に慣れ、大意を理解するスキルの向上(技能)

英文パッセージを読み、要点や大切な情報を的確に理解できるよう
になる(技能)

英文パッセージを聞き取り、ノートをとるスキルの向上(技能)

他の学習者と協力して、英語ダイアローグを作成し、音読練習し、
発表することができる(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、自主的にオンラインを利用して英
語学習に取り組むことができる(態度・志向性)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布プリントの英文を読み、語彙のセクションに取り組む。
オンライン教材を視聴する。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。既習教
材の単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極な発言等）
４０％
* 課題＆発表３０％
* Final Test（期末テスト）３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）によ
り、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をとります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments] 指定の教科書はありません。授業プリントを
使用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 毎回、イヤフォンかヘッドフォン（3.5㎜ステレオミニプ
ラグ）と授業プリントを入れるフォルダー（A4サイズ）、
ノート、及び辞書を持参して下さい。
* 毎回出席し、積極的に授業に参加すること。出席しても
授業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がりま
す。自発的な発言や質問、発表が大切です。
* 授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表
等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合があ
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、評価法等につ
いて、Self-introduction
2. Lecture: Orientation for College Courses, Note-taking (講
義ノートの取り方), & English pronunciation (発音)
3. TED 1 (TED: Ideas worth spreading) イントロダクショ
ン& Role play 1 (Reading)
4. TED 2 & Role play 2 (Writing)
5. TED 3 & Role play 3 (Practice)
6. Review
7. TED 4 (課題プリント) & Role play 4 (Presentation)
8. Reading 1: Sleep
9. Reading 2: Good health & Role play 1 (Reading)
10. Reading 3: Vision and attention & Role play 2 (Writing)
11. Reading 4: Studying abroad & Role play 3 (Practice)
12. Music (Reading lyrics) & Role play 4 (Practice)
13. Music (課題プリント) & Role play 5 (Presentation)
14. Review & TED 4
15. Final Test

進行状況により変更になる場合があります。



2019-SJ00009601-87フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&L-9」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語を正しく理解するために欠くことのできない４
技能の内、リーディングとリスニングの能力に焦点を当てま
す。
基本的な英文法・英単語の再確認を繰り返し行うことで基礎事
項の復習を行いながら、英文全体を客観的に把握するための論
理的思考力の向上を目指します。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も同時に養います。
従来の読む事に重きを置いた英語学習ではない、英文全体を見
ながら文意を正しく理解する力を身につけましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、短い英
文を書くことができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicative English Grammar for Speaking and
Writing
[Author(s)]Shukei Funada　他
[Publisher]EIHOSHA
[ISBN]978-4-269-33038-2
[Comments]テキストに加え自作ハンドアウトを配布する事
がある

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Lesson 1: 主語（１）人間主語

3. Lesson 2: 主語（２）無生物主語

4. Lesson 3: 時制

5. Lesson 4: 冠詞

6. Lesson 5: 名詞の可算性

7. Lesson 6: 名詞修飾

8. Lesson 7: 名詞構文

9. Lesson 8: 助動詞

10. Lesson 9: 不定詞・動名詞

11. Lesson 10: 否定

12. Lesson 11: 受動態

13. Lesson 12: 比較

14. Lesson 13: 代名詞It

15. Lesson 14: 前置詞・副詞, Review



2019-SJ00009601-88フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

谷口　雅基

◎－－－　概要　－－－◎

ReadingとListeningを中心とした総合的英語運用力の向上、日本
人が苦手とする部分を克服すること、また英語の自学自習法を
身につけることを目的とする。現在の個々人の英語力には差が
あることを考慮し、毎回の教材の選択は授業をしながら徐々に
進めていく。そのため、また最近の経済情勢をも考慮し、前
もって決まった一つの教科書を選択し購入する必要はない。毎
回の授業において、日本人の英語学習法における弱点に関する
講義に加え、受講生の興味関心に沿った内容の教材を学生自身
および教師が選択し、それをもとに、「聴く、話す、読む、書
く」英語力、特にReadingとListeningの力を培っていく。した
がって、一つの教材に沿って進めるのではなく、毎回異なった
教材および内容にもとづいて英語の総合力の向上を図る。現在
の日本には、英語を学ぶための材料はあらゆるところにころ
がっている。BBCやVOAの英語学習ウェブサイト、映画、テレ
ビ、ラジオ、新聞、雑誌、本、宣伝、看板、人の話などなど。
外国語を身につけようとする人は、常に学ぶ材料をキャッチで
きる鋭敏なアンテナを立てていただきたい。そういう日ごろの
材料集めと練習をとおして、将来にわたって成長する力を養っ
ていただきたい。したがって、この授業の目的は、上述の通
り、総合英語運用能力､特にReadingとListeningの力の向上と､卒
業後もひとりひとりが自学自習によって向上し続けることがで
きるよう英語独学法を身につけることである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読み、英語で直接理解する能力を身に付ける。(技能)

英文を読み、適切な日本語に翻訳する能力を身に付ける。(技
能)

英文の文法構造、発音、イディオムなどの表現について知識を
深める。(知識・理解)

英語で考え、英語を聴いて、英語で理解する能力を身に付け
る。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各学生は、自分が担当する英文を、BBCやVOAの英語学習ウェ
ブサイト、映画、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、本、宣伝、看
板、人のスピーチなどから、自分の英語力のレベルに相当する
一部を(一段落程度の長さ)を選択し、自分の発表日の１週間前
までに、教員へメールで送る。学生は、自分が選択した英文の
語彙、発音、意味を辞書で学習する。授業では、教員が詳細を
解説し、クラス全員で、学習する。 （30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

学生自身が選択し準備した課題英文の発表（３０点）
定期試験（７０点）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テキストは使用しません。パワーポイントを用い講
義し、インターネットなどのオーディオビデオおよび文字
教材を活用します。
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
VOA Special English: http://www.manythings.org/voa/scripts/
他適宜、授業で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の目的、進め方の説明。教師と学生の自己紹介。宿
題の説明。
2.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法。
3.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の文構造の比較。
4.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の慣用表現の比較。
5.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の文化的表現の比
較。
6.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の論理的表現の比
較。
7.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、イントネーションに焦点
をおいた英語聴き取り法。
8.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、リズムに焦点をおいた英
語聴き取り法。
9.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、母音、子音に焦点をおい
た英語聴き取り法。
10.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音声連結に焦点をおい
た英語聴き取り法。
11.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音変化に焦点をおいた
英語聴き取り法。
12.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音省略に焦点をおいた
英語聴き取り法。
13.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、映画英語の聴き取り練
習。
14.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、英語独学法。
15.英語総合学習法のまとめ。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

This course is meant to help students develop their abilities to read
and listen to English. Both individually and in groups, students will
engage in a wide range of skills-building activities on topics including
psychology, business, environmental science, and others. The goal is
not only to prepare for tests but also to make students more confident
readers and better listeners as well.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will develop richer vocabularies and a better knowledge
of the global issues discussed in the course. (知識・理解)

2.　Students will have better listening skills, and a range of reading
skills to help them find greater success on English proficiency
tests.(技能)

3. The course will help students gain confidence in reading academic
English and may also interest them in reading English for its own
sake. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min-1 hour) Also, they should prepare for
the upcoming unit in the textbook by doing the Pre-Reading activities
and checking the unit for any unknown vocabulary. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3).
Vocabulary Notebook: 10% (goal 1)
Midterm Test: 20% (goals 1-3)
Video/Listening Test: 20% (goals 2, 3)
Final Exam: 30% (goals 1-3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Pathways 1A
[Author(s)]Vargo and Blass
[Publisher]Cengage
[ISBN]9781337624886
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in.  Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The teacher's office hour is Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2: A day on planet Earth (reading about careers)
3: A day in the life of an explorer (reading about careers)
4: Unit 1 and 2 videos; vocabulary extension
5: The world’s oldest first-grader (reading about education)
6: The secret of success (reading about psychology) (Homework:
study for midterm test)
7: Midterm Test and vocabulary notebook check
8:The psychology of supermarkets (reading about marketing)
9: The power of persuasion (reading about advertising)
10: Unit 3 and 4 videos; vocabulary extension
11: Garbage island (reading about the environment)
12: The art of recycling (reading about the environment)
13: A global food journey (reading about food and culture)
14: Cooking the world(reading about food and culture)
(Homework: study for Video/Listening Test)
15: Video/Listening Test and Final Exam review (Homework:
study for Final Exam)
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濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、特にリーディングとリスニングの基礎的な
力を養います。大ヒット映画『プラダを着た悪魔』のテキスト
を用いて、実際に映画を視聴しながらリスニングのトレーニン
グ（内容把握と聞き取り）をします。また、映像のスクリプト
（台本）を読んで、ビジネス現場で使われる英語を理解し、状
況に合う英語を文法的に正しく使うトレーニングをします。毎
回、授業の最後に復習テストを兼ねた課題を提出し、学習した
ことを確実に身につけます。またリスニング試験を２度実施し
て、聞き取った英語を確実に聞き取る能力をつけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①映画の大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②映画の台本を英語で読み解くことができる。(技能)

③ビジネス現場における重要表現を身につけ、使うことができ
る。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitのVocabulary Checkup A, Bおよ
びUseful Expressionsの箇所を事前に解いておく。（２）音声
ファイルを使って発音ができるように練習しておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）音声ファイルを使ってリスニングテストに向けた勉
強をしておく（ディクテーション、英語から日本語・日本語か
ら英語への訳出）。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15%（到達目標④）
・課題提出：15％（到達目標②③）
・リスニング試験：30%（到達目標①③）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author(s)]角山照彦、Simon Capper
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-712-4
[Comments]テキスト価格 2,200円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 Job Interview（過去完了形）
３．Unit 2 First Day on the Job（助動詞１）
４．Unit 3 Hurricane on the Weekend（関係代名詞１）
５．Unit 4 Andy’s Makeover（現在進行形）
６．Unit 5 Andy Meets Christian（助動詞２）
７．Unit 6 Miranda’s Request（分詞）
８．リスニング試験１（Unit 1-6）
９．Unit 7 Nate’s Birthday（仮定法）
１０．Unit 8 Andy’s Decision（現在完了形）
１１．Unit 9 Breakup with Nate（動名詞）
１２．Unit 10 The Dream Job（受動態）
１３．Unit 11 Announcement at the Party（関係代名詞２）
１４．Unit 12 Andy’s Final Choice（使役動詞）
１５．リスニング試験２（Unit 7-12）
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オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in reading and
listening. Students
Will participated in group and team activities. Short dictation quizzes
will be given throughout the semester to review past material studied
in class. Quizzes are added as a part of the final grade. Homework
will be given and needed to be completed to properly participate in
class. Late work will not be accepted. All students are responsible for
homework even if they are absent.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To improve general knowledge of reading and listening in English.(知
識・理解)

To increase the ability to perform real world, not keyword,
listening.(技能)

To learn the differences in speech patterns of Japanese versus English
speakers.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and review as well as
listening practice that was not included in the class. Quizzes will be
based on in-class assignments.　Students should expect to spend
around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
4 Class Quizzes: 60% (4x15%)
In Class Final Exam: 20%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]World in Focus
[Author(s)]Rebecca Kleuberg Moller
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-1-285-19751-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment.
2. Unit 1 A Taste of Mexico
3. Unit 1 A Taste of Mexico; short quiz
4. Unit 2 Lightning
5. Unit 2 Lightning; short quiz
6. Unit 4 Parasomnia
7. Unit 4 Parasomnia; short quiz
8. Mid-term review
9. Unit 7 Tornado Chase
10.Unit 7 Tornado Chase; short quiz
11.Unit 9 Bee Therapy
12.Unit 9 Bee Therapy; short quiz
13. Final exam review
14. Final Exam
15. Final exam check and future study review
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 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

英語に習熟するためには、大量の英語に触れることがどうして
も必要です。この授業では、そのための訓練方法を学び、実践
していきます。具体的には、大量の英語のインプットを通じ
て、リスニング・リーディングの両面で、英語を英語のまま理
解する回路を頭の中に作り出すことを目指します。

また、教科書に載っている英文は、日常生活から旅行、ビジネ
ス、スポーツ、世界の名所など多彩な話題を扱っており、数多
くの有益な情報を英語で得ることができます。

本授業は、音声訓練と読解訓練の２つの部分からなります。

音声訓練では、毎回、教科書の会話体セクション２つ分を用い
て、発音・リピーティング練習を行います。
読解訓練では、毎回、教科書の文章体セクションを教材とし
て、読解の訓練を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語彙・文法の知識を向上させる(知識・理解)

英語のリスニング・読解能力を向上させる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストの単語・文法をしっかりと復習すること。（60分）

授業の最初に、毎回リスニングテストを行うので、その準備を
しておくこと。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業では、以下の２点を総合して成績評価を行います。

リスニングテスト　30%
英語のリスニング能力が評価されます。
　
定期試験（読解問題）　70%
単語の知識と読解能力が評価されます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 究極の英語リスニング vol.2
[Author(s)]
[Publisher] アルク
[ISBN] 9784757414426
[Comments] CD付き

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、授業の最初にリスニングテストを行いますので、遅
刻や無断欠席をしないようにすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

イントロダクション：
・授業の進め方の説明
・効果的な英語勉強法の解説
音声訓練１ （教科書 01＆02）
読解訓練１
音声訓練２ （教科書 03＆04）
読解訓練２
音声訓練３ （教科書 05＆06）
読解訓練３
音声訓練４ （教科書 07＆08）
読解訓練４
音声訓練５ （教科書 09＆10）
読解訓練５
音声訓練６ （教科書 11＆12）
読解訓練６
音声訓練７ （教科書 13＆14）
読解訓練７
音声訓練８ （教科書 15＆16）
読解訓練８
音声訓練９ （教科書 18＆19）
読解訓練９
音声訓練１０ （教科書 21＆23）
読解訓練１０
音声訓練１１ （教科書 25＆26）
読解訓練１１
音声訓練１２ （教科書 28＆29）
読解訓練１２
音声訓練１３ （教科書 30＆32）
読解訓練１３
まとめ
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黒瀬　悠佳子

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、日常的な場面を想定した会話やEメール、
英文パラグラフなどを十分に把握し、演習問題を通じて
習得した内容を繰り返し確認する。最終的には、重要表現や
必須語彙を読解・聴解両方の場面で無理なく理解し、実際に
使用できるようになることが目的である。学生生活や海外
旅行など身近な題材を中心にして展開されるテキストの
理解に基づきながら、自然な英語力の向上を図っていく。
聴解と読解をバランスよく取り入れることで、実践的な
英語運用能力を身に付けることができると考えている。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの例文を正しく理解できる(知識・理解)

テキストの語彙・文法事項を身に付ける(知識・理解)

理解した語彙や文法を例題で運用できる(技能)

習得した内容を場面に応じて活用できる(技能)

知識を総合的・発展的に応用できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習：（15-20分程度）
その日の講義で出てきた新出の単語・表現を見直し、発音・
用法と合わせて暗記する。また、設問等で間違えた箇所、和訳
の
難しかった場所などあれば、講義メモを参考によく復習してお
こう。

予習：（20-30分程度）
次回の内容に目を通し、分かりにくかった箇所には印を
付して授業ではそれらの点に特に留意して学習するようにしよ
う。
学習内容を一つ一つ確実に自分のものにすることが、実力を
しっかり伸ばすための基本である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業への参加、貢献度および定期試験での結果を総合的に判断
して算出する。課題等の提出を求める場合もある。

平常点（授業参加・貢献度、ミニテストの評価、課題提出等）
40％
定期試験　（記述式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
60％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communication Strategies
[Author(s)]Joe Lauer
[Publisher]英宝社
[ISBN]9784269440166
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な授業参加が求められる。遅刻･欠席等には留意す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第 1回　Unit 1　Starting a conversation
第 2回　Unit 2　Getting the floor
第 3回　Unit 3　Keeping the floor
第 4回　Unit 4　Introducing a topic
第 5回　Review for Units 1-4
第 6回　Unit 5  Changing a topic
第 7回　Unit 6  Asking for repetition
第 8回　Unit 7　Asking for clarification
第 9回　Unit 8  Checking understanding
第10回　Review for Units 5-8
第11回　Unit 9  Breaking in
第12回　Unit10  Taking time
第13回　Unit11  Breaking silence
第14回　Unit12　Closing a conversation
第15回　Review for Units 9-12
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進藤　範子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語の四技能のうち、リスニングとリーディングの力をバラ
ンス良く磨くタスクを行います。まず、映像(DVD)と音声(CD)
を利用して内容把握と重要な英語表現を確認します。次に、
"SUMMARY" や"DICTATION"課題を通じて内容理解を深め、
読解力を養います。さらに、ペアワークやプリント学習をおこ
ない、英語表現の定着を図ります。最後に、各ユニット終了後
に実施される小テストによって学習したことを確実に身につけ
ます。なお、使用するテキストは、「アメリカから来日した留
学生が様々な日本文化や習慣を体験する」という設定になって
います。テキストを通して日本文化や習慣について考え、他と
比較し、自分の意見や状況をまとめ、発信することにも試みま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文法・語法・口語表現を確認し、理解する。(知識・理解)

英語の速度やリズム、音声変化などの発音に慣れ、聞き取るこ
とができるようになる。(技能)

語彙を増やし、英文を読んで内容を素早く理解するリーディン
グ力を強化する。(技能)

日本の文化や習慣などへの知識を深め、英語で発信できるよう
になる。(態度・志向性)

世界の多様な社会や文化を知り、比較し、視野を広げる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】次の回でするUNITを指定された方法で予習する。
音声ストリーミング配信を使って内容把握とリスニングをす
る。(40分）
【復習】学習した内容を整理し、リスニングパートを使って
シャドーイングをする。小テストの準備をする。(40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
＊平常点　　１０％(学習状況など授業への取り組み）
＊小テスト　２０％（各ユニット終了後、実施）
＊課題提出　１０％（ペアワークやタスク）
＊定期試験　６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]WELCOME TO NIPPON !
[Author(s)]AKIRA TAJINO 他
[Publisher]ASAHI PRESS
[ISBN]978-4-255-15613-2C1082
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業で詳細を説明します。テキストと筆記用具を持参
のうえ、必ず参加しましょう。
授業には、辞書を持参すること。(スマートフォンを辞書
代わりとすることは禁止）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに：授業の進め方、評価方法やスケジュールな
どについての説明を受けます。また、UNIT 1を使って自学
学習の方法を実践します。(2̃14回は下記の通り、テキスト
に沿って各テーマについて学習します。一つのユニット終
了後、小テストを受けます。なお、学習する内容は変更さ
れる場合もあります。）
２．UNIT 1 & 2(Talking about Yourself)
３．UNIT 3 & 4(Commuting)
４．UNIT 5(Taking Classes)
５．UNIT 6(Talking with a Teacher)
６．UNIT 7(Finding Friends)
７．UNIT 8(Potluck Party)
８．UNIT 9(Sumo)
９．UNIT 10(Four Seasons)
１０．UNIT 11(Green Tea)
１１．UNIT 12(Japanese Food))
１２．UNIT 13(Part-time Jobs)
１３．UNIT 14(Shopping)
１４．UNIT 15(Asakusa)
１５．前学期のまとめと補足



2019-SJ00009601-95フレッシュマン・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) R&L-8」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their reading and listening skills.
There will be homework for students to complete almost every week.
Homework will include vocabulary review and short writing
activities.  In most lessons, there will be a short listening or reading
quiz.  There will be two main tests in class during the course.  The
midterm test is on week 7.  The final test is on week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will learn to use reading skills to read difficult English
texts (技能)

2 Students will develop skills for English listening(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week.  Homework will focus
on vocabulary and note taking.  Students will be given texts to read in
class.  Students will be required to listen to audio samples available
online.  This work will take two hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
35% Midterm Exam (到達目標1,2)
35% Final Exam  (到達目標1,2)
30% In-class participation and homework completion (到達目標1,2)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Media Topics for English Learners
[Author] Manuel Senna
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction; eSports (Homework: Vocabulary page)
02: eSports
03: Hollywood in Japan (Homework: Vocabulary page)
04: Hollywood in Japan
05: Social Media Addiction (Homework: Vocabulary page)
06: Social Media Addiction (Homework: Exam study guide)
07: Midterm Exam
08: What is "Art"? (Homework: Vocabulary page)
09: What is "Art"?
10: The Design of Everyday Things (Homework: Vocabulary
page)
11: The Design of Everyday Things
12: Vexillology
13: Vexillology(Homework: Exam study guide)
14: Prepare for exam
15: Final Exam
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

英語の曲を利用し、日本語と違う英語独特の音声パターンに対
する感受性を身につけ、内容まで理解できるようにする。ま
た、その歌の内容や歌手に関する英文を読むことによって、背
景知識を利用して新しい情報を理解したり、全体の内容を推測
できるようなリーディング力を身につけるようにする。また、
この授業はウェブ教材を利用したCALL(Computer Assisted
Language Learning)の授業形態による活動も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①国際語としての英語の基礎的なリーディングとリスニング能
力を習得する。(技能)

②外国の文化について、その特徴的な具体例を挙げながら説明
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：日頃からたくさんの英語を耳にしておく。
事後学習：その週の課題の歌詞を聞くと意味が取れるように、
毎回必ず復習する。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価する。
リーディング・リスニングのテスト（30％）（到達目標①②）
授業貢献度・学習態度・レポート（70％）（到達目標①②）

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しない。よって
再試験も実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English with Hit Songs
[Author(s)]Teruhiko Kadoyama & Simon Capper
[Publisher]Seibido
[ISBN]9784791930869
[Comments]前もって購入し、最初の授業の時に持参するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定せず、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参（電子辞書は可だが、スマート
フォンを辞書代わりとすることは禁止）し、始業のチャイ
ムがなった時には着席しておくこと。また、授業中のス
マートフォンの使用禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. My Heart Will Go On
3. Open Arms
4. Don't Look Back In Anger
5. A Whole New World
6. Livin' La Vida Loca
7. Kiss Of Life
8. Life
9. I Don't Want To Miss A Thing
10. Placement Test
11. Every Time I Close My Eyes
12. The Stranger
13. All I Want For Christmas Is You
14. Test
15. Review
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、身近なテーマに関する簡単なデータを題材と
する英語を聞き、読んでいきます。TOEICやIELTSなどでも
データの理解は重視されており、この授業では単に英語表現を
把握するだけではなく、情報を「解釈」する力も身につけるこ
とができればと考えます。身近なテーマで、明快な英会話や
エッセイを理解することで、英語思考力を養うきっかけをつく
り、大学生として求められる英語運用能力の基礎を形成してい
きます。
　授業の方法としては、教員が一方的に解説するのではなく、
学生の発言や発表の機会が多くあります。そのため、授業内の
アクティビティへの積極的な参加が求められます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 身近な話題に関する大学レベルの英文を読解することができ
る。 (技能)

② 身近な話題に関する英語音声を聞き取ることができる。 (技
能)

③ 授業内外で主体的に英語学習に取り込むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、リスニングの音声を聞き、英文エッセイに目を
通してきてください(約45分)。
復習としては、授業内で解説するポイントを中心に、語彙や
リーディングの見直しを行ってください(約45分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験40%（到達目標①を評価する）
・リスニング・テスト30%（到達目標②を評価する）
・授業内外での学習状況30％（授業内での質問に対する解答・
回答と受講態度によって、到達目標③を評価する）

＊１　定期試験を受験しない場合、仮にその他が満点であって
も、成績は「放棄」となり単位が認められません。
＊２　出席点はありません。寝ていたり、携帯電話をいじって
いたり、教科書を持たずにただ座っているなど、授業内の活動
に参加していなければ、成績評価の上では欠席者と同じ扱いと
なります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Provoke a Response!
[Author(s)]Stuart Gale, Shunpei Fukuhara
[Publisher]Nan'un-Do
[ISBN]978-4-523-17822-4
[Comments]価格：1,900円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　オリエンテーション
2. Unit 1: Crime
3. Unit 2: Mobile Phone
4. Unit 3: Smoking
5. Unit 4: Junk food
6. Unit 5: Celebrity marriage
7. 復習
8. Unit 6: Sport
9. Unit 7: Driving
10. Unit 8: Bullying
11. Unit 9: Japan's LGBTs
12. Unit 10: Sexism and geneder roles
13. Unit 11 Japan's population crisis
14. Listening Test 1 ＋復習
15. Listening Test 2 ＋まとめ



2019-SJ00009602-79フレッシュマン・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) R&L-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

高木　仁美

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、英国の旅を題材したテキストを用い、会話
力、リスニング力、さらに、読解力を伸ばしていくことを目指
します。英国内の様々な地域を訪れるので、これまで大ざっぱ
なイギリスしか知らなかった人も、より深い文化、歴史、社会
の構造などを知ることができるでしょう。使用するテキスト
は、会話とReadingの2つのパートから構成されています。各ユ
ニットには、会話で使える表現を1つずつ学べるようになって
いるので、確実に使えるようになりましょう。Readingでは、
会話に内容に関連したエッセイを読んでいきます。より詳しい
情報を読み取れるようになりましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会話問題を通して、リスニング力が付く(技能)

エッセイを読むことで、読解力や内容把握の力が伸びる(技能)

英国に関する包括的な知識が得られ、そこからもっと広い地域
へと関心が広がる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習:授業予定箇所は、必ず目を通しておき、わからない語句
や事柄は、自分で調べるようにしましょう。会話パートもまず
1度は聞いておきましょう。(90分)
復習:授業でやったところは、見直し、わからない個所がない
ようにしましょう。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験70％、平常点30％で評価します。
定期試験は、授業でやった内容がきちんと理解できているかを
見ます。平常点では、授業態度や発表の結果(和訳、練習問題
の解答など)を見ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Let's Check Out the UK!
[Author(s)]PC McVay, N Kawada
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764740006
[Comments]価格1800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に入る前に、出席をチェックします。
授業には辞書を持ってくること。スマートフォンを辞書代
わりに使うことは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. General Information: 授業全体に関する説明、および簡単
な単語テスト
2. Day 1: I Can't Wait to Explore Britain! 「イギリス」は英語
で何という？
3. Day 2: How about Going to a Pub? パブカルチャーと飲酒
問題
4. Day 3: The Scenery Is Breathtaking, Isn't It? ナショナルトラ
ストに守られる美しき湖水地方
5. Day 4: What Do You Suggest We Do Today? 雨の日は美術
館へ
6．Day 5: This is a Multhi-Ethnic Country 多民族社会イギリ
ス
7. Day 6: What's It Like Being a Student in the UK? 大学生でい
るのも楽じゃない？
8. Day 7: Mmm…It Sounds Too Risky 賭けてみる？ブック
メーカーの行く末は？
9. Day 8: You Should Try Fish and Chips! 多彩で美味しい！
イギリス料理
10. Placement Test
11. Day 9: It's Listening to Defferent Accents 8月のエディンバ
ラ
12. Day 10: Do you fancy Something Sweet? そのチョコレー
ト、原料はどこから？
13. Day 11: I Guess I Should Have a Black-Cab Experience 市内
どこでも最短距離で！ロンドンタクシー
14. Day 12: I'm Looking forward to Seeing Wales! ウェールズ
とチャールズ皇太子
15. 後期のまとめと試験について



2019-SJ00009602-80フレッシュマン・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) R&L-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

岡裏　浩美

◎－－－　概要　－－－◎

英語の４技能のうち、リーディングとリスニングの力を養う授
業です。

アニメや、ゆるキャラ、和食の習慣といった、日本ならではの
トピックスと共に、アメリカの自由の女神像やハワイ観光、古
代ギリシャの故事に由来するマラソンや、カナダの現代サーカ
ス（シルク・ドゥ・ソレイユ）といった、様々な国のトピック
スを扱った英文を読むことで、内容を理解し、必要な情報を素
早く見つけ出す英文読解のトレーニングと、リスニング（内容
の大意把握や重要語句の聞き取り）のトレーニングをします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国内外の文化や歴史、社会や慣習に関する様々な内容の英文を
読み解くことができる。(技能)

国内外の文化や歴史、社会や慣習に関する様々な内容の英文の
大意を聞き取ることができる。(技能)

重要な語彙や英文法の知識を身につける。(知識・理解)

異文化を理解する国際的な視野を身につける。(知識・理解)

課題やリスニングテストを通じて、自律的かつ積極的に英語学
習に取り組むことが出来る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
授業は予習を前提に進めます。毎回、必ず次の授業で扱うUnit
の英文に目を通し、知らない単語を辞書で調べておいてくださ
い。
また、授業で毎回、指定される宿題（課題）にもきちんと取り
組んで下さい。

【復習】
授業で配布するハンドアウトや、重要箇所をメモしたノート等
を参考に、再度英文を読み直し、内容を理解できるようにして
下さい。また、英文の音源をダウンロードして、聞き取る練習
を重ねることで、2回実施されるリスニングテストに備えてお
いて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習状況（授業や課題への取り組み方）：40％
・リスニング中心のテスト2回：30％
・定期試験：30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Reading Steps
[Author(s)] Robert Hickling, Misato Usukura
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN] 978-4-7647-3992-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回授業には必ずテキストと辞書を持参して下さい。

他の学生への迷惑行為となる授業中の私語や居眠り、また
は、授業に関係のない行為（携帯電話の使用、他の教科の
予習や復習、飲食など）には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業および英語学習ガイダンス
2. Unit 20 Mascot Characters　5文型
3. Unit 1  Marathon Men and Women　
    be 動詞
4. Unit 2  Healthy Choices　命令文
5. Unit 3  Laughing Matters　現在時制
6. Unit 4  Animation the Japanese Way　  過去時制
7. Unit 5  Dreams Come True?　現在/過去　 　過去進行形
8. リスニングテスト①と前半の復習
9. Unit 6 The Statue of Liberty　
　　 Wh疑問文
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 9 Mars One will/be going to
12. Unit 16 Everyone Loves a Circus　　　　現在完了
13. Unit 19 Japanese Food Customs　
　　　受動態
14. Unit 15 Aloha Hawaii　不定詞/動名詞
15. リスニングテスト②と総復習

＊リスニング中心のテストを2回実施します。



2019-SJ00009602-81フレッシュマン・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) R&L-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハウ，スティーブン　マーク

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, the reading part will focus on helping you understand
and get information from a text. In the listening part, you will learn
how to listen for the important points and overall meaning. You will
also increase your vocabulary and learn about English-speaking
cultures. As well as your textbook, you should also increase your
exposure to English outside the classroom by reading, watching
English-language TV and cinema, listening to English-language radio,
and reading English-language newspapers or websites.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) You will develop your reading and listening skills in English(技
能)

(2) You will increase your knowledge and understanding of English
language and culture(知識・理解)

(3) You will read and understand spoken and written English with
greater confidence(技能)

(4) You will have a positive attitude and strong motivation to continue
learning(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You will sometimes be given assignments for class and homework.
This will take you about 1.5 hours each week. You should read
through the next unit before each class. This will take you about 30
minutes each week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

In-class tests 30% (10 times per semester, 10 x 3%) Goals (1 技能), (2
知識・理解)
Homework exercises 30% (5 times per semester, 5 x 6%) Goals (2 知
識・理解), (3 技能)
Final exam in class 40% Goals (2 知識・理解), (4 態度・志向性)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Notting Hill
[Author(s)] CURTIS, Richard; KANEL, Kim R.
[Publisher] Shohakusha
[ISBN] 978-4-88198-590-8
[Comments] ¥2268

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Unit 1, reading and listening practice, test (3%)
3. Unit 2, reading and listening practice, test (3%), homework
(6%)
4. Unit 3, reading and listening practice, test (3%)
5. Review, reading and listening practice, homework (6%)
6. Unit 4, reading and listening practice, test (3%)
7. Unit 5, reading and listening practice, test (3%)
8. Unit 6, reading and listening practice, test (3%), homework
(6%)
9. Unit 7, reading and listening practice, test (3%)
10. Placement test
11. Unit 8, reading and listening practice, test (3%), homework
(6%)
12. Unit 9, reading and listening practice, test (3%)
13. Unit 10, reading and listening practice, test (3%)
14. Review, reading and listening practice, homework (6%)
15. Final exam in class (40%)



2019-SJ00009602-82フレッシュマン・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) R&L-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　英語の論理構造を的確につかめるようになることを目標とし
ます。テキストは、本講義担当者（山田）が事前に作成し、
ネット上に掲示します。受講者は、それをネット上から各自ダ
ウンロードし、プリントアウトして、予習を確実に行ってから
授業に臨んで下さい。ダウンロードの方法やパスワードに関し
ては、最初の授業で指示します。
　英語の論理構造のみならず、言語活動における論理構造を理
解するためには、逆に、各種の論理上の誤りを認識できるよう
になるのが近道です。そこで、この授業では、英語の論理構造
（議論構造）上の誤りを含む実例を提示・解説し、そのような
誤りをおかしたり、相手の誤った議論に引きずり込まれないよ
うにするための方法を、英語で学んでいきます。リスニングに
ついては、映画の英語を素材に、聞き取り練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の論理構造やパラグラフ（段落）構成に注意しながら、英
文の概要や要点を理解し、書き手の意図を掴めるようになる。
(知識・理解)

指示された英語のセリフの概要や要点、さらには話し手の意図
を理解できるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：次回の授業の範囲を辞書を引きながら必ず徹底的
に予習して下さい。特に、英語の論理に注意して読んで下さ
い。 （１時間以上の事前学習が必要です。）
　事後学習：学習した項目及び議論の内容を友人に例を用いて
説明できるくらいになっているか自分でチェックして下さい。
（１時間以上の事後学習が必要です。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。
　定期試験7割、小テスト（映画のリスニング・書き取り）等3
割とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Common Errors in Thinking (D)
[Comments] 自作PDF教材 (D) No text is required. Handouts
will be provided.

◎－－－　参考書　－－－◎

　特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業への積極的な参加が特に重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. The difficulty of clear thinking
2. The difficulty of accurate observation
3. Experiment
4. The influence of emotion
5. Prejudice
6. Emotional words
7. The difficulty of language
8. Isolated arguments
9. Generalization from isolated instance
10. Placement test
11. The fallacy of the undistributed middle
12. False assumption
13. Affirming the consequence
14. Begging the question
15. Summary

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ (山田英二)
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)



2019-SJ00009602-83フレッシュマン・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) R&L-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

リーディングとリスニングに焦点を当てたコースです。毎週質問をし
たり、質問に答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなけれ
ばなりません。テキストは使用しません。その代わりに、リーディン
グ課題を与えます。それを範囲とする小テスト、レポート、中間試
験、期末試験があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語を理解し楽しむためのリスニングスキル(技能)

英語を理解し楽しむためのリーディングスキル(技能)

リーディングやリスニングについて議論するための会話スキル(態
度・志向性)

語彙力と流暢さ(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、オンラインテキストの
次回取り組む部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラ
インの宿題に取り組まなければなりません。ほぼ毎週、小テストを
し、学習できているかどうか確認します。レポートのための宿題が、
たいてい出されます。授業外での準備として、週に２時間ほど費やす
ことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
20%   レポート（5点×4回）　
10%   中間テスト （8週目）　
30%   授業内実施の学期試験　（15週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question
があります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、よ
り長い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書
くためのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments] テキストは使用しません。その代わり、オンライン
で読み物や宿題課題が与えられます。学生は、サイトを訪れ、課
題シートをプリントアウトしなくてはいけません。課題によって
は、オンラインでできるものもあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してくださ
い。しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質
問をしたりプレゼンテーションをしているときには聞きましょ
う。ちゃんと参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるよう
な学生は、減点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてくださ
い。遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テ
ストを受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テス
トを受け損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大
幅に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバス＆オンラインテキストの使い方. ノートのとり
方. 小テスト1. 宿題: Reading 1を読みノートをとる
・2週目 - 小テスト2. Reading 1ディスカッション＆リスニング. 宿
題: Reading 1 をもう一度読み、ノートをとる
・3週目 - 小テスト3. Reading 1 のディスカッション 2回目. 宿題:
Reading 2 を読みノートをとる
・4週目 - 小テスト4. レポート 1 しめきり. Reading 2 ディスカッ
ション＆リスニング. 宿題: Reading 2 をもう一度読み、ノートを
とる
・5週目 - 小テスト5. Reading 2 のディスカッション 2回目. 宿題:
Reading 3を読みノートをとる. レポート2 を書く
・6週目 - 小テスト 6. レポート 2 しめきり. Reading 3 ディスカッ
ション＆リスニング. 宿題: Reading 3 をもう一度読み、ノートを
とる
・7週目 - 小テスト7. Reading 3 のディスカッション 2回目. 宿題:
Reading 4 を読みノートをとる   Reading 1～3 を見直す
・8週目 - 中間試験. Reading 4 ディスカッション＆リスニング. 宿
題: Reading 3 をもう一度読み、ノートをとる
・9週目 - 小テスト8. Reading 4 のディスカッション 2回目. 宿題:
レポート3 を書く
・10週目 - レポート 3 しめきり. プレイスメントテスト（日程は
変更の可能性があります）宿題: Reading 5 を読み、ノートをとる
・11週目 - 小テスト 9. Reading 5 ディスカッション＆リスニング.
宿題: Reading 5 をもう一度読み、ノートをとる. レポート4 を書
く
・12週目 - 小テスト10. レポート 4 しめきり. Reading 5 のディス
カッション 2回目. 宿題: Reading 6 を読み、ノートをとる
・13週目 - 小テスト11. Reading 6 ディスカッション＆リスニング.
宿題: Reading 6 をもう一度読み、ノートをとる
・14週目 - 小テスト12. Reading 6 のディスカッション 2回目. 宿
題: 全てのReadingを見直す
・15週目- 授業内. 学期試験

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellt1.blogspot.com)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとリスニングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、様々な素材
を読解し、聞き取る訓練を通し、英語特有の表現を着実に身に
着ける。毎回の訓練によって、様々な状況下（ビジネス、職場
でのやりとり、論文作成等）で適切な英語表現を使い分け、英
語を意思発信の「ツール」として自由に使用できるようになる
ことを目標とする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、小テストを行うので、指示のあった箇所の復習を必ず各
自で行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（本授業は、グループワークが中心となりま
す。グループワークが円滑に進められている場合は、その姿勢
を高く評価します。）
小テスト20％　（合計10回。ディクテーションやショートエッ
セイなど、授業で扱った素材からの出題です。事前に指示しま
すので、授業終了後、各自必ず自宅学習をして臨むこと。）
クラス内テスト40％　（Reading 20%, Listening 20%）

※尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
※授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価が
できないため、単位取得が難しくなる場合があります。
※授業中には、教員が教室を巡回します。遅刻や居眠り、ス
マートフォンの使用を発見した場合は、平常点から減点しま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. プレイスメント・テスト
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括



2019-SJ00009602-85フレッシュマン・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) R&L-7」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

石井　征子

◎－－－　概要　－－－◎

英文を素早く理解するには、文を左から右に後戻りすることな
く理解することが必要です。日本語と英語は構造が根本的に違
うので、完全な日本語に和訳するとなると、どうしても右から
左へ戻らなければならなくなります。リスニングでも同じこと
で、聞こえる語順をそのままで理解しなければなりません。書
き言葉と違い、音声は後戻りして理解するわけにはいきませ
ん。また、英文を単語ごとではなく、意味のまとまりごと理解
するように訓練していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①パラグラフごとに内容を理解できる。(技能)

②テキストを見ずに、音声だけで大意を理解できる。(技能)

③テキスト内の語彙を習得する。(知識・理解)

④積極的な英語学習者になるように英語学習に取り組むことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1)各章の最初の見開きのページで、その章のキーワード
を確認する。(2)本文を見ながら音声を聞いて本文全体の大意把
握に挑戦する。(3)その際わからない単語に下線を引いておく。
（30分）

復習：(1)テキストのAppendixのページを中心に、授業内容を再
確認する。(2)本文を見ずに、内容が理解できるまで音声を聴
く。(3)単語帳を作成する。(4)次週の復習テストの対策をす
る。(60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点20点（授業参加度、予習の学習状況など）（到達目標
④）
復習テスト20点（到達目標③④）
中間試験20点（到達目標①②②）
定期試験40点（到達目標①③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Reading Access
[Author(s)] 山科美和子、横山三鶴、沖野泰子
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-1-305-07707-2
[Comments]テキスト価格　2000円（税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書は毎回持ってきてください。
授業内でのスマートフォンの使用は認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の進め方、成績評価基準等についての説明
2. Chapter1 家族でアメリカ再発見
3. Chapter2 休暇旅行にボランティア活動
4. Chapter3 双子は似たもの同士
5. Chapter4 養子縁組で幸せつかむ
6. Chapter5 我が家にロボットがやってくる
7. Chapter6 暮らしに役立つ発明品
8. Chapter7 ペットセラピーで生活が好転
9. Chapter8 食事で人生が変わる
10.プレイスメントテスト
11.中間試験
12.Chapter9 アルフレッド・ノーベル
13.Chapter10 マリー・キュリー
14.Chapter11 これからも石油は重要な資源か
15.Chapter12 地震予知は可能なのか
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ブリルコ，アリーナ

◎－－－　概要　－－－◎

This is a reading and listening course. In this course, the students will
read various types of texts. The students will develop their vocabulary
and knowledge of grammar. The students will also improve their
reading speed. The students will listen to different texts to develop
their listening skills. The students will learn how to listen to important
points and for general meaning in texts. The students will do
interactive tasks on the Internet.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The students will improve their vocabulary. (知識・理解)

The students will improve their grammar.(知識・理解)

The students will  develop their listening skills.(技能)

The students will  develop their reading skills.(技能)

The students will  develop their reading speed.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
mainly on vocabulary and reading, but there might also be other types
of practice to do. (30-45 min) Students should study vocabulary every
week for the lesson quiz. (30 min)  The students also have to review
the unit material for unit tests. ( 1 hour) In addition, before the final
test, students should review their homework and the content of the
textbook. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework  - 35%
Vocabulary Quizzes ‒ 15%
Unit tests ‒ 25%
End-of-term listening test ‒ 10%
End-of-term reading test ‒ 15%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential Reading 1 (2nd edition)
[Author(s)] Chris Gough
[Publisher] Macmillan Education
[ISBN] 978-0-230-49398-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There are no pints for attendance. To pass this course, students
must:
1) actively participate in all class activities
2) complete homework, vocabulary quizzes and unit tests
3) take the final listening and reading tests
4) come to all (almost all) lessons.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework and
efforts in class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Overview of the course; introduction to a reading-speed
improvement activity
2. Unit 1 ‒ New Lives; Homework ‒ Interactive Activities
Unit 1
3. Unit 2 ‒ Big City Life; Homework ‒ Interactive Activities
Unit 2
4. Review Units 1 and 2
5. Unit 1 and 2 Test; Unit 3 ‒ A Hotel with a Difference;
Homework ‒ Interactive Activities Unit 3
6. Unit 4 ‒ Movies; Homework ‒ Interactive Activities Unit
4
7. Review Units 3 and 4
8. Unit 3 and 4 Test; Unit 5 ‒ Addicted; Homework ‒
Interactive Activities Unit 5
9.  Unit 6 ‒ We Love Shopping; Homework ‒ Interactive
Activities Unit 6;
10.  Placement Test
11. Review Units 5 and 6
12. Unit 11 ‒ Changing Pop Music; Homework ‒ Interactive
Activities Unit 11
13. Unit 12 ‒ A Healthy Diet? Homework ‒ Interactive
Activities Unit 12
14. Review Unit 11 and 12
15. Unit 11 and 12 Test; End-of-term listening test
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ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important for
everyday use. Practice will focus on reading and listening, and on explaining and
discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が英語の短い文章を読んで、質問に答えることができるようにな
る。
(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because the
teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they inform
the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class Participation
score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Asian Issues 1
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-016-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 1A. Places: Yakushima, Japan.
Homework: textbook and vocabulary study.
3. Unit 1B. Quiz 1. Places: Tioman Island,
Malaysia. Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2A. Quiz 2. Culture: Intercultural
Differences. Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 2B. Quiz 3. Culture: Cultural Similarities.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 3A. Quiz 4. Seasons: The Rainy Season.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 3B. Quiz 5. Seasons: Autumn Colors.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 1A to 3B). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 4A. Quiz 6. Cities: Megacities.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. PLACEMENT TEST.
11. Unit 5A. Quiz 7. Travel: Tourism Advantages.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 5B. Quiz 8. Travel: Tourism
Disadvantages. Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 6A. Quiz 9. Food: Hot Pot.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 6B. Quiz 10. Food: East Asian Food.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 4A to 6B).
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大津　隆広

◎－－－　概要　－－－◎

現代社会の様々な問題に関する英文を用いて、英語を「読む」
「聞く」力を養成します。リーディングでは、英語の文法や論
理構造、パラグラフの構成に注意し、要旨や書き手の意図を理
解しながら英文を読む力を伸ばします。リスニングでは、会話
の要旨やスピーチにおける話し手の意図を正確に理解するため
の練習を行います。さらに、リーディングやリスニングに必要
な語彙の学習も行ないます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リーディングやリスニングに必要な語彙の意味を説明し、使
うことができる(知識・理解)

②英語の文法や論理構造を説明することができる(知識・理解)

③段落の構成や要旨、書き手の意図を理解しながら英文を読む
ことができる３(技能)

④会話の要旨や話し手の意図を理解しながら英文を聞くことが
できる(技能)

⑤自律的な学習者になるために、積極的に英語学習に取り組む
ことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習] リーディング学習（40分）：Dialogue & Passageから構文
や文法が難解なものをノートに抜き出し、和訳や解説を加え、
質問事項を準備する／リスニング学習（30分）：リスニング問
題(Dialogue & Passage)を解答する(リスニングでは、テキストを
使わずにできるだけ音声を繰り返し聴いた後に穴埋めを行う)
[復習]（20分）語彙をまとめて、ノート作成を完成させる
注意：初回の予習にはリーディング学習はありません。予習の
リーディング学習、リスニング学習、語彙のまとめは週2回に
分散させましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、各到達目標の達成度に基づいた下記の方法と割合
により行います。
（１）学習状況（受講状況、積極的な学習態度) 20%（到達目
標⑤）
（２）小テスト（リスニング、語彙(テキスト・必須語彙)（2
回）30%（到達目標①④）
（３）定期試験（リーディング(Chapter 1-8, 11-12)、語彙(テキ
スト・必須語彙1-100) 50%（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Social Issues in a Contemporary World
[Author(s)] Naoki Sugimori 他
[Publisher] Seibido
[ISBN] 4-7919-1039-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（１）授業には、テキスト、辞書、ノートを必ず持参して
下さい。
（２）語学の学習は継続性と積極性が重要です。学習者が
自ら学ぶ姿勢「自律学習（アクティブ・ラーニング）」を
期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 (9/16) 授業内容、予習・復習方法、ノートの取り方
の説明 / テキスト・辞書・ノートを必ず持参/ Chapter 1に目
を通しておいて下さい
Week 2 (9/23) Chapter 1 (Food and Global Culture)/ 必須語彙
1-10
Week 3 (9/30) Chapter 2 (Global Wealth and Poverty)/ 必須語
彙11-20
Week 4 (10/ 7) Chapter 3 (Ageing Society) / 必須語彙21-30
Week 5 (10/21) Chapter 4 (Education)/ 必須語彙31-40
Week 6 (10/28) Chapter 5 (Crime)/ 必須語彙41-50
Week 7 (11/11) まとめ・復習
Week 8 (11/18) 小テスト 1: リスニング・語彙 (Chapter 1-5,
必須語彙1-50)
Week 9 (11/25) Chapter 6 (Smoking)/ 必須語彙51-60
Week 10 (12/ 2) プレイスメント・テスト
Week 11 (12/ 9) Chapter 7 (Gender) / 必須語彙61-70
Week 12 (12/16) Chapter 8 (Population)/ 必須語彙71-80
Week 13 (12/23) Chapter 11 (Environmental Issues) / 必須語彙
81-90
Week 14 (12/25) Chapter 12 (Recycling)/ 必須語彙91-100
Week 15 (1/ 6) 小テスト 2: リスニング・語彙  (Chapter 6-8,
11-12, 必須語彙51-100)
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渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

英語に堪能な者であれば2分で読めるという超短編ミステリー
小説集を扱い、名探偵ハレジアン博士が活躍するミステリーを
楽しみながら、英語の読解力と聴解力、さらには謎を解くため
の論理的な思考力を高めます。授業ではまず、テキストを元に
作成したプリントを利用して英語のリスニングをおこない、所
定の回数CDを聞いたうえで、どの程度聞き取りが出来たかを
確認します。その際には、特に英語を聞き取るうえで注意が必
要な音のパターンなどを担当者が説明します。リスニングが終
わったら、次はリーディングに移行し、先ほど聞き取りをおこ
なった英文を精読していきます。最後に、そのユニットに関す
る「謎」に解答してもらい、終了となります。なおその謎の答
え合わせは、次の授業の冒頭でおこないます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①短い英語のミステリー小説を読むための語彙力を身につける
ことができる。(知識・理解)

②短い英語のミステリー小説の英文を読解することができる。
(技能)

③聞き取りの難しい英語の音に注意して、一定速度の英文を聴
き取ることができる。(技能)

④ミステリー小説の謎に対して様々な角度から思考をめぐら
し、積極的に答えを導き出そうとする姿勢を持つ。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の週に読む部分（前の週に指定します）をしっかりと
読むとともに、該当箇所の音声をCDで確認する（45分）

復習：授業の中で難しかった英文の意味を確認し、試験で出題
されても解けるようにしておく。また聞き取りの難しい音や重
要な単語についてはその後のユニットでも登場する可能性が高
いため、もう一度聞き直しておく（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価をおこないます。

毎週の学習状況（積極的な学習姿勢、ワークシート、授業での
指名発表）40％ （到達目標①，②，③，④）
リスニング試験20％ （到達目標③）
定期試験40％ （到達目標①，②）

＊この授業では輪番制で和訳を求めるほか、ワークシートを利
用してリスニングの問題にも取り組みます。つまりそもそも授
業に出席しなくてはそういった活動に取り組むことが出来ない
わけで、欠席すると必然的にその分の点数を引かれることにな
ります。一般的に言って、授業回数の3分の1以上（通常は5回
以上）欠席すると、「積極的な学習姿勢」が全く見られないと
判断されるほか、ワークシートの提出なども他の学生より少な
いということになり、単位の取得が非常に難しくなるので注意
して下さい。また、遅刻についても累積すればするほどマイナ
スが大きくなるので気をつけて下さい。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Solve the Mystery and Improve Your English Reading
Skills
[Author(s)]Donald J. Sobol, et al.
[Publisher]英宝社
[ISBN]978-4-269-02147-1
[Comments]2011年発行。価格1,600円＋税。

◎－－－　参考書　－－－◎

　担当者が適宜、授業の中で紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎時間、必ず辞書を持参して下さい。
・授業計画はあくまで目安であり、受講者の進度等に応じ
て変更を加えることがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 イントロダクション（授業の説明）
2 ハレジアン博士の最初の事件を読み解く（名詞に注意し
て読む）。
3 ハレジアン博士第2の事件を読み解く（動詞に注意して
読む）。
4 ハレジアン博士第3の事件を読み解く（形容詞に注意し
て読む）。
5 ハレジアン博士第4の事件を読み解く（副詞に注意して
読む）。
6 ハレジアン博士第5の事件を読み解く（接続詞に注意し
て読む）。
7 ハレジアン博士第6の事件を読み解く（前置詞に注意し
て読む）。
8 ハレジアン博士第7の事件を読み解く（冠詞に注意して
読む）。
9 ハレジアン博士第8の事件を読み解く（分詞に注意して
読む）。
10 プレイスメント・テスト
11 ハレジアン博士第9の事件を読み解く（不定詞に注意し
て読む）。
12 ハレジアン博士第10の事件を読み解く（関係詞に注意
して読む）。
13 ハレジアン博士第11の事件を読み解く（時制に注意し
て読む）
14 リスニング試験
15 まとめと総復習
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 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松尾　キャサリン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their reading and listening skills.
Students will improve their reading by practicing specific reading skills
such as skimming and scanning texts. Skimming and scanning are skills
for getting information quickly. Students will then read longer texts for
different purposes, which will be to understand content and to understand
opinions in a text. Students will develop their knowledge of the world
and their English vocabulary by reading about current events in the
news. For the listening part of the course, students will learn how to
listen for detail and how to listen to understand important points in a text.
Students will regularly do dictation exercises where they write down
what the teacher says; this will help students develop their listening and
their grammar. Students will also listen to the teacher explaining about a
current event to check their listening skills and review their knowledge.
The teacher will make notes of the vocabulary and phrases that occur in
lessons and make handouts that she will print out and give to students
during the semester. Students must review and show that they have
knowledge of the content of these handouts after receiving the handout.
Every week, class will begin with a review of the previous lesson(s) so
students must review course content each and every week. Your
performances in this review during the semester will account for 20% of
the grade.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①Students will develop knowledge about the world and current events.
(知識・理解)

②Students will know vocabulary both when they read words and when
they hear words. Students will be able to use the vocabulary to make
questions.(技能)

③Students will be able to understand the main point(s) in a text.(態度・
志向性)

④Students will be able to understand the difference between fact and
opinion in a text.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Every lesson will begin with a review of the content studied in previous
lessons. Students must study the notes they write in class and also the
teacher’s handouts to review course content. Students should show that
they understand the content of the previous lessons. Students will show
their understanding by talking about previous topics, and asking
questions to fellow students about topics. Students are expected to spend
2 hours per week of review outside class time. Student performance in
weekly review will account for 20% of the course grade.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。
・Performance in weekly review: 20%
・Mid-term listening test/中間テスト: 10%
・Second listening test: 20%
・Performance on in-class tests at the end of term: 50%
※There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
※ There is no textbook for this course.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course
because the teacher cannot evaluate their homework, or their efforts in
class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

「なし」 The teacher will provide teaching materials.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small groups for checking your knowledge
and understanding; complete homework, and come to all (or
almost all) lessons.
※Students must bring a dictionary to each lesson.
※　Students must NOT use mobile phones or smartphones uin
class nless asked to do so to find information.
※ There is no textbook for this course.
※Attendance and enthusiastic participation are vital to success
in this course, since each week builds upon the work of the
previous week.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation. Dictation; Skimming and scanning. Text 1.
2. Dictation; Text 2.
3. Dictation; Text 3.　Listening activity　using the class texts.
　
4. Skimming, scanning, reading aloud. Listening activity using
class texts.
5. Text 4.　Making questions about the text.
6. Review; mid-term/中間　listening test.
7. Text 5.　Dictation and other listening activity.
8. Text 6.　Dictation and other listening activity.
9. Text 7.
10. Placement test.
11. Texts 9 and 10.
12. Review; second listening test.
13. Review
14. In-class reading test.
15. In-class reading test.
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、身近なテーマに関する簡単なデータを題材と
する英語を聞き、読んでいきます。TOEICやIELTSなどでも
データの理解は重視されており、この授業では単に英語表現を
把握するだけではなく、情報を「解釈」する力も身につけるこ
とができればと考えます。身近なテーマで、明快な英会話や
エッセイを理解することで、英語思考力を養うきっかけをつく
り、大学生として求められる英語運用能力の基礎を形成してい
きます。
　授業の方法としては、教員が一方的に解説するのではなく、
学生の発言や発表の機会が多くあります。そのため、授業内の
アクティビティへの積極的な参加が求められます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 身近な話題に関する大学レベルの英文を読解することができ
る。 (技能)

② 身近な話題に関する英語音声を聞き取ることができる。 (技
能)

③ 授業内外で主体的に英語学習に取り込むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、リスニングの音声を聞き、英文エッセイに目を
通してきてください(約45分)。
復習としては、授業内で解説するポイントを中心に、語彙や
リーディングの見直しを行ってください(約45分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験40%（到達目標①を評価する）
・リスニング・テスト30%（到達目標②を評価する）
・授業内外での学習状況30％（授業内での質問に対する解答・
回答と受講態度によって、到達目標③を評価する）

＊１　定期試験を受験しない場合、仮にその他が満点であって
も、成績は「放棄」となり単位が認められません。
＊２　出席点はありません。寝ていたり、携帯電話をいじって
いたり、教科書を持たずにただ座っているなど、授業内の活動
に参加していなければ、成績評価の上では欠席者と同じ扱いと
なります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Provoke a Response!
[Author(s)]Stuart Gale, Shunpei Fukuhara
[Publisher]Nan'un-Do
[ISBN]978-4-523-17822-4
[Comments]価格：1,900円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　オリエンテーション
2. Unit 1: Crime
3. Unit 2: Mobile Phone
4. Unit 3: Smoking
5. Unit 4: Junk food
6. Unit 5: Celebrity marriage
7. Unit 6: Sport
8. Unit 7: Driving
9. Unit 8: Bullying
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 9: Japan's LGBTs
12. Unit 10: Sexism and geneder roles
13. Unit 11 Japan's population crisis
14. Listening Test 1 ＋復習
15. Listening Test 2 ＋まとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の4技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指します。リーディングにおいては、英語の論理構造やパ
ラグラフ（段落）構成に注意しながら、簡単な英文の概要や要
点さらには書き手の意図をしっかり理解すること、ならびに早
く英文を読むいわゆる速読の技能の習得を目指しています。リ
スニングにおいても同様に、スピーチの概要や要点、さらに話
し手の意図を理解できるように、基礎的な聞き取り練習や、リ
ピーティング、シャドウィングの練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代社会の問題を取り上げる文章に出てくる単語や表現の知識
を増やす。(知識・理解)

600語程度の英語の文章を、注を参考にしつつ辞書を用いて読
み、大意が把握できるようになる。(技能)

読んだ文章に関連した100語程度の短い英文を聞き、大意が把
握できるようになる。(技能)

授業の内外で、授業の課題を中心とした英語の学習に主体的に
取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
以下の流れに沿って毎週予習をしてきてください。（60分）

① ユニット冒頭の日本語の導入文を読む
②　"Words & Phrases" を解く
③ "The Keys to Reading Passages" や注を参照しながら "Reading
Passages" を読む（和訳はしない）
④ "Checking Your Understanding" の問題を解く
⑤ "How to Read a Paragraph" の各問題の答えにあたる箇所を
"Reading Passages" から抜き出す

【復習】
授業中に間違った問題を確認し、"Listening Summary" の英文を
一度音読する　(15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点　20%、
　-受講態度と予習状況を含みます。

中間テスト30%
  -第7週目までに学習した内容に基づき、試験を行います。

定期試験50%
　-第8週目以降に学習した内容に基づき、試験を行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]15 Topics for Tomorrow's World
[Author(s)]宮本　文
[Publisher]松柏社
[ISBN]9784881987414
[Comments]2019年、1900円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中のスマートフォンの利用は、辞書代わりも含め、禁
止します。各自、授業中に使う辞書を用意してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Unit 1) How Artificial Intelligence Impacts Senior Care
3. Unit 2) China Could Be the Future of the Sharing Economy
4. Unit 3) Plastic Microbeads Ban Enters Force in UK
5. Unit 4) Japan Considers Crime Prediction System Using Big
Data and AI
6. Unit 5) The Toll of America's Obesity
7. Unit 6) Sex Education Given LGBT-inclusive Overhaul in
Wales
8. 中間テスト
9. Unit 7) Autonomous Cars Likely to Benefit Elderly in Future
10.プレイスメント・テスト
11. Unit 8) Millenials Go Minimal
12. Unit 9) Esports-FIFA's eWorld Cup Catching up with the
Real Thing
13. Unit 10) Is "Snapchat Dysmorphia" Really Something to Be
Worried about?
14. Unit 11) Why Isn't Nutrition Education a Priority in Public
Schools?
15. Wrap-up （まとめ）

進度に応じ、上記スケジュールには変更の可能性もありま
す。
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスでは英語を総合的に学習する。その中でも「読
む」学習と「聞く」学習を行うとともに、コミュニケーション
のための英語表現の学習も行う。
　「読む」学習では、英語圏の標準的な英文を読んでその意味
するところを正確に把握し、概要や要点をまとめて書き手の意
図を理解する。さらに、そのために必要な語彙の増強、文法力
の強化、異文化に対する理解も図る。
　「聞く」訓練では、CALL(Computer Assisted Language
Learning)を活用してDVD教材(教科書以外も含む）の自然な英
語を聞き、その概要や要点をとらえる能力を養成する。

　毎回1章ずつ進むので単語などの予習が必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①標準的な英文を読んで、その概要や要点を理解できるように
なる。
(知識・理解)

②必要な語彙力や文法力をつける。(技能)

③英語を聞き、その概要や要点をとらえることができる。(知
識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次の回でするUnitのうち、リスニング以外の内容に
ついて、単語を調べるなどの予習をする。（60分）
事後学習：学習したUnitの内容について、リスニングも含め復
習をする。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業の参加状況、予習、および授業態度・積極的参加4割（到
達目標④）、試験（小テスト）の成績6割（到達目標①～③）
で総合的に評価する。60点以上を合格とする。
※このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て再試験は実施しません。

3分の1以上欠席すると、毎回の授業における評価（授業の参加
状況、予習、および授業態度・積極的参加・小テスト）ができ
ないため、単位取得が難しくなる可能性が高くなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The Hollywwod English
[Publisher] 朝日出版
[ISBN]9784255155449

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．講義の目標と進め方について。1章に入る
2-3　Batman
4-5．Another earth
6-7．The amazing spider man
8．Harry Potter
9　The social network
10．プレイスメントテスト
11．Skyfall
12-13．Lincoln
14．Argo
15．まとめ、小テスト
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、身近なテーマに関する簡単なデータを題材と
する英語を聞き、読んでいきます。TOEICやIELTSなどでも
データの理解は重視されており、この授業では単に英語表現を
把握するだけではなく、情報を「解釈」する力も身につけるこ
とができればと考えます。身近なテーマで、明快な英会話や
エッセイを理解することで、英語思考力を養うきっかけをつく
り、大学生として求められる英語運用能力の基礎を形成してい
きます。
　授業の方法としては、教員が一方的に解説するのではなく、
学生の発言や発表の機会が多くあります。そのため、授業内の
アクティビティへの積極的な参加が求められます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 身近な話題に関する大学レベルの英文を読解することができ
る。 (技能)

② 身近な話題に関する英語音声を聞き取ることができる。 (技
能)

③ 授業内外で主体的に英語学習に取り込むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、リスニングの音声を聞き、英文エッセイに目を
通してきてください(約45分)。
復習としては、授業内で解説するポイントを中心に、語彙や
リーディングの見直しを行ってください(約45分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験40%（到達目標①を評価する）
・リスニング・テスト30%（到達目標②を評価する）
・授業内外での学習状況30％（授業内での質問に対する解答・
回答と受講態度によって、到達目標③を評価する）

＊１　定期試験を受験しない場合、仮にその他が満点であって
も、成績は「放棄」となり単位が認められません。
＊２　出席点はありません。寝ていたり、携帯電話をいじって
いたり、教科書を持たずにただ座っているなど、授業内の活動
に参加していなければ、成績評価の上では欠席者と同じ扱いと
なります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Provoke a Response!
[Author(s)]Stuart Gale, Shunpei Fukuhara
[Publisher]Nan'un-Do
[ISBN]978-4-523-17822-4
[Comments]価格：1,900円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　オリエンテーション
2. Unit 1: Crime
3. Unit 2: Mobile Phone
4. Unit 3: Smoking
5. Unit 4: Junk food
6. Unit 5: Celebrity marriage
7. Unit 6: Sport
8. Unit 7: Driving
9. Unit 8: Bullying
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 9: Japan's LGBTs
12. Unit 10: Sexism and geneder roles
13. Unit 11 Japan's population crisis
14. Listening Test 1 ＋復習
15. Listening Test 2 ＋まとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

黒瀬　悠佳子

◎－－－　概要　－－－◎

この講義は視覚や聴覚で十分に英語を吸収しつつ、英語への興
味と実力
を伸ばす契機を提供する。脚本を媒体として、読解による理解
と聴解
および映像の視聴による、理解内容の確認を交互に行ってい
く。これに
より、英語表現の浸透を図る形式となっている。本講義を通じ
て
英語力の総合的な伸長の場としてもらいたい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

テキストの例文を正しく理解できる(知識・理解)

テキストの語彙・文法事項を身に付ける(知識・理解)

理解した語彙や文法を例題で運用できる(技能)

習得した内容を場面に応じて活用できる(技能)

知識を総合的・発展的に応用できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習：（15-20分程度）
その日の講義で出てきた新出の単語・表現を見直し、発音・
用法と合わせて暗記する。また、設問等で間違えた箇所、和訳
の
難しかった場所などあれば、講義メモを参考によく復習してお
こう。

予習：（20-30分程度）
次回の内容に目を通し、分かりにくかった箇所には印を
付して授業ではそれらの点に特に留意して学習するようにしよ
う。
学習内容を一つ一つ確実に自分のものにすることが、実力を
しっかり伸ばすための基本である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業への参加、貢献度および定期試験での結果を総合的に判断
して算出する。課題等の提出を求める場合もある。

平常点（授業参加・貢献度、ミニテストの評価、課題提出等）
40％
定期試験　（記述式）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
60％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Night at the Museum
[Author(s)] Robert Ben Garant
[Publisher] 松柏社
[ISBN]　9784881986554

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な授業参加が求められる。遅刻･欠席等には留意す
ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第 1回　Unit 1　Find a Job
第 2回　Unit 2　First Night
第 3回　Unit 3　Magic from Teddy
第 4回　Review for Units 1-3
第 5回　Unit 4　History Lessons
第 6回　Unit 5　Gives it a Try
第 7回　Unit 6　Chaos at Museum
第 8回　Review for Units 4-6
第 9回　Unit 7　The Truth
第10回　Placement Test
第11回　Unit 8　The Hero
第12回　Unit 9　United
第13回　Unit10　Ends up
第14回　Review for Units 7-10
第15回　Consolidation



2019-SJ00009602-96フレッシュマン・イングリッシュⅡ「T(TA,TL,TK) R&L-9」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

進藤　範子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語の四技能のうち、リスニングとリーディングの力をバラ
ンス良く磨くタスクを行います。具体的には、アメリカ３大
ネットワークの１つ、CBSの報道番組をもとに編集されたテキ
ストを用いて、現代のアメリカ社会を映し出す最新情報や、日
本関連のニュースを視聴しながら、リスニング(ニュースの大
意把握と重要語句の聞き取り)をします。また、そのニュース
の内容を英語で読んで、必要な情報を的確に理解するトレーニ
ングをします。次に、"SUMMARY"
PARTを使って読解力を養います。最後に、自分の考えをまと
めます。なお、各ユニット終了後、確認テスト(小テスト）を
行い、学習したことを確実に身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

世界の時事問題を理解するのに必要な語彙を増強する。(知
識・理解)

文法・語法・口語表現を確認し、理解する。(知識・理解)

英語の速度やリズム、音声変化などの発音に慣れ、聞き取るこ
とができるようになる。(技能)

英文の内容を的確に速く理解することができるようになる。
(技能)

世界の多様な社会や文化を知り、比較し、視野を広げる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】次の回でするUNITを予習する。動画・音声ストリー
ミング配信を使って内容確認とリスニングをする。
【復習】学習した内容を整理し、リスニングパートを使って
シャドーイングをする。小テストの準備をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
＊平常点　　　　１０％(学習状況など授業への取り組み）
＊小テスト　　　２０％(各ユニット終了後実施）
＊課題提出　　　１０％（ペアワークやタスク）
＊定期試験　　　６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CBS NewsBreak 4
[Author(s)]Nobuhiro Kumai　他
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN]978-4-7919-7186-2 C1082
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業で詳細を説明します。テキストと筆記用具を持参
のうえ、必ず参加しましょう。授業には、辞書を持参する
こと。(スマートフォンを辞書代わりに使用することは禁
止。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに：授業の進め方、評価方法やスケジュールな
どについての説明を受けます。また、UNIT 1を使って自学
学習の方法を実践します。(2～14回は下記の通り、テキス
トに沿って各テーマについて学習します。一つのユニット
終了後、小テストを受けます。なお、学習する内容は変更
される場合もあります。）
２．UNIT 1:Universal Rental Service
３．UNIT 1
４．UNIT 2:Coffee
５．UNIT 2
６．UNIT 3:Lost in Translation
７．UNIT 3
８．UNIt 5:Your Smartphone
９．UNIT 7:Selling Charity
１０．　プレイスメントテスト
１１．UNIT 9:Stitch in Time
１２．UNIT 9
１３．UNIT 14:With Robots
１４．
１５．後学期のまとめと補足



2019-SJ00009602-97フレッシュマン・イングリッシュⅡ「T(TA,TL,TK) R&L-10」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their reading and listening skills.
There will be homework for students to complete almost every week.
Homework will include vocabulary review and short writing
activities.  In most lessons, there will be a short listening or reading
quiz.  There will be two main tests in class during the course.  The
midterm test is on week 7.  The final test is on week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will learn to use reading skills to read difficult English
texts (技能)

2 Students will develop skills for English listening(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week.  Homework will focus
on vocabulary and note taking.  Students will be given texts to read in
class.  Students will be required to listen to audio samples available
online.  This work will take two hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
35% Midterm Exam (到達目標1,2)
35% Final Exam  (到達目標1,2)
30% In-class participation and homework completion (到達目標1,2)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Media Topics for English Learners
[Author] Manuel Senna
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction; eSports (Homework: Vocabulary page)
02: eSports
03: Hollywood in Japan (Homework: Vocabulary page)
04: Hollywood in Japan
05: Social Media Addiction (Homework: Vocabulary page)
06: Social Media Addiction (Homework: Exam study guide)
07: Midterm Exam
08: What is "Art"? (Homework: Vocabulary page)
09: What is "Art"?
10: Placement Test
11: The Design of Everyday Things
12: Vexillology
13: Vexillology(Homework: Exam study guide)
14: Prepare for exam
15: Final Exam



2019-SJ00009603-97フレッシュマン・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業はTOEIC対策用の初中級レベルのテキストを用い
て、聴解・文法・読解の総合的な力を養っていきます。
　最初に、Key Vocabularyを確認したあと、Reading　Parts（V-
VII）に進み、文法力・読解力の養成をします。
　次に、Listening Parts (I-IV)にもどり、小テスト形式でチャレ
ンジをしていただきます。解答用紙回収後、スクリプトを配布
して解答の確認をおこないます。この部分は学生用CDに録音
されていませんので、巻末にある自習用のListening Practice
Cornerの対応するユニットの問題にあらかじめチャレンジして
おくことで、小テストに対する準備としてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な文法知識をリストアップして、使えるかたちで修得す
る。(知識・理解)

日常的場面における基本的な英会話のリスニングができる。
(技能)

インターネットやＥメールを媒体とする、基本的で実用的な英
語を読解できる。(技能)

授業内外で真剣に英語の学習に取り組むようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、Key Vocabulary, Reading Parts(V, VI, VII), および巻末に
ある自習用のListening Practice Cornerの対応するユニットの問
題を予習しておくこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価し
ます。

・定期試験：６０％　（基準：基本的文法知識と実用的英語の
読解力）
・毎回提出のListening Parts(I-IV)の成績：２０％
　　　　　　　　　　(基準：日常会話の基本的リスニング
力）
・毎回の学習状況：２０％　（基準：真剣に英語学習に取り組
む姿勢）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]     Power-up Steps for the TOEIC Test
[Author(s)] Hisakazu Tsukano, Atsuko Yamamoto,
            Naoko Osuka and Robert Van Benthuysen
[Publisher] 成美堂
[ISBN]　　　 978-4-7919-0076-3

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:
2. Unit 1: Entertainment
3. Unit 2: Eating out
4. Unit 3: Purchases
5. Unit 4: Health
6. Unit 5: Travel
7. Unit 6: Manufacturing
8. Unit 7: Research & Development
9. Unit 8: Technology
10. Unit 9: Job-hunting
11. Unit 10: Personnel
12: Unit 11: Office Work & Supplies
13: Unit 12: Office Messages
14: Unit 13:　Finance & Budgets
15: 定期試験の諸注意および質問回答



2019-SJ00009603-98フレッシュマン・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

石井　征子

◎－－－　概要　－－－◎

テキストは14章で構成されており、奇数章がリスニングセク
ション対策、偶数章がリーディングセクション対策となってい
ます。
毎週最初に本番のように時間を決めてTOEICのミニテストを行
います。その後、授業内で今解いた問題を分析していきます。
授業の最後で、もう一度ミニテストを行います。最後のミニテ
ストは、その授業で分析した内容の応用問題となっているの
で、授業最初のミニテストよりも得点が上がっていることが望
まれます。
毎週、前回の授業内容についての復習テストを実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC テストを受けるうえで、時間配分に対する意識が高
まった。(技能)

②Part1からPart7までの出題形式に対する攻略対策を習得した。
(技能)

③テキストに出てきた語彙を習得する。(知識・理解)

④積極的な英語学習者になるように英語学習に取り組むことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習をしっかりしてください。（70分）
・知らなかった単語はすべて抜き出し、単語帳を作成する。
・リスニング・パートの音声を、スクリプトを見ないで内容が
頭に入るまで何度も聴く。
・同じミスを二度としないように、授業内で説いた問題をもう
一度見直す。
・復習テストにそなえて、分析した内容を確認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点20％（学習状況、課題提出）（到達目標④）
復習テスト20％（到達目標③④）
中間試験20％（到達目標①②③④）
定期試験40％（到達目標②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]BEFORE-AFTER PRACTICE FOR THE TOEIC L&R
TEST
[Author(s)]Jonathan Lynch, Atsuko Yamamoto, Kanako
Watanabe
[Publisher]National Geographic Learning
[ISBN]978-4-86312-339-7
[Comments]テキスト価格　2000円（税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中はスマホの使用は、机の上に置くことも含めて禁止
します。
辞書は必ず持ってきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction：授業の進め方、授業評価のし方について
2.Unit1 Officeのテーマ
3.Unit2　現在完了形、前置詞
4.Unit3　supermarket のテーマ
5.Unit4　形容詞として使う分詞
6.Unit5　music のテーマ
7.Unit6　副詞
8.Unit7　telephone message
9.Unit8  受動態
10.中間試験
11.Unit9　weather news
12.Unit10 固有名詞
13.Unit11　presentation
14.Unit12  自動詞と他動詞
15.Post-Test及びまとめ



2019-SJ00009603-99フレッシュマン・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

大神　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

新形式のTOEICに対応したテストのスコアを上げる事を目標
に、集中的訓練を施し、グローバル社会で必要とされる実用的
かつ総合的な英語能力を養成します。一年次で学習した内容を
復習しながら一歩進んだ内容に取り組み、さらなるスコアアッ
プをめざします。授業ではTOEICのテストパターンの把握と効
率よく解答するテクニックの習得を集中的に学習していきま
す。一回の授業では１Unitずつを学習し、Unit１̃１０を勉強し
ます。また、ここが定期試験の範囲となりますので、各時間と
もしっかり受講するように。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの英語の問題の大意を聞き取る事ができる事ができる
(技能)

TOEICの英語の問題を正確に早く解答する事ができる(技能)

TOEICで出題頻度の高い英語の語彙を身につける(知識・理解)

自律的な英語学習者になるように、積極的にTOEICの学習に取
り組むことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業を充実したものとするため、また、授業を止めないために
も十分に準備をしておくように

授業中の課題となる test　は、評価の対象となるので、しっか
り準備をして受験することが望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと定期試験により評価

・平常点　５０％（授業中の発表と授業中のテスト等）
・定期試験　５０％（英文法と文章把握問題）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]TOEIC Listening and Reading Test 550　
[Author]Shogo Mitsutomi  他
[Publisher]EIHOSHA   2018年
[ISBN]978-4－269－66050－2　
[Comment]テキスト価格　￥2000＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の発表は順番に当たります。発表しなかった場合に
は減点の対象となります。また、授業中のテストは必ず受
験するように。平常点の基本となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方と説明
２．Unit 1　Daily Life
３．Unit 2  Big Purchases
４．Unit 3  Planes and Trains
５．Unit 4  Hotel
６．Test-1　Unit 11,12
７．Unit 5  Restaurant
８．Unit 6　Movies
９．Unit 7　Cultural Events
10. Test‐2　13,14
11. Unit 8  Health　
12. Unit 9  Exercise and Diet
13. Unit 10 Business
14. Test－3　Unit　11,12,13,14
15.まとめ　提出物の返却
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this ESP course, students will practice speaking, listening, reading,
and writing skills to prepare for the International English Language
Testing System (IELTS) test. This official English test has merit all
around the world. The teacher will give advice about vocabulary and
students will practice a variety of skills to increase their English
vocabulary. They will learn effective ways to read, write and speak in
English. For example, they will learn how to use different words and
expressions with the same meaning. Students will complete IELTS
style writing practice for homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve their ability to speak English.(知識・理解)

2. Students will improve their ability to listen in English. (知識・理
解)

3. Students will improve their ability to read English.(知識・理解)

4. Students will improve their ability to write in English.(知識・理
解)

5. Students will practice different types of IELTS test questions, so
they will know how to prepare for the IELTS Test.(技能)

6. Students will develop their confidence to think and speak in
English.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Writing homework 20% (10 + 10) (到達目標4)
Listening tests 20% (10 + 10) 到達目標2)
Reading tests 20% (10 + 10) 到達目標3)
Speaking test 20% (到達目標1)
End of term (writing) exam 20%

※There are is no score for attendance.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
To pass this course:
1. students should not be late or absent;
2. students must actively participate in all class activities;
3. students must complete homework;
4. students must complete one speaking test.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What is the IELTS test? How does it compare with the TOEIC
test?
Checking some examples of IELTS test reading, writing,
listening and speaking questions.
Checking the usual writing style of numbers.
2. IELTS writing test part 1 practice: pie charts.
3. IELTS writing test part 1 practice: line graphs + writing
homework #1
4. IELTS listening test advice and practice.
5. IELTS listening test #1
6. IELTS speaking test advice and practice #1
7. IELTS speaking test advice and practice #2
8. IELTS speaking test
9. IELTS reading test advice and practice.
10. IELTS reading test #1
11. IELTS writing test part 2 practice + writing homework #2
12. IELTS listening test #2
13. IELTS reading test #2
14. IELTS End of term exam review and practice.
15. IELTS End of term exam review and practice.
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キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

In each class, students will:
・Work with a partner to complete vocabulary and grammar drills.
・Discuss with a partner how to express ideas in English while
writing sentences (stories) neatly and creatively.
・Practice pronunciation.
・Make and submit voice recordings.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build communicative skills by verbally expressing ideas and taking
guesses.(技能)

To cooperate with classmates in order to complete tasks.(態度・志向
性)

To improve basic English grammar and vocabulary skills through
speaking and writing activities.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should come to every class with a notebook, a pencil and
much enthusiasm. Regarding homework, students should study
vocabulary lists and story texts from each class in preparation for the
final test.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active Participation ‒ 20%
Students must arrive on time and take part in all activities. Students
who are absent or arrive late for class will lose points, as will students
that are off-task (e.g. sleeping, using mobile phones, etc.).

Assignments - 70%
1) Group Writing (10 X 3% each = 30%)
2) Voice Recording (10 X 4% each = 40%)
Final Test ‒ 10%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]　No textbook is required.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Practice Activity #1　"Losing weight"
3. Practice Activity #2 "Looking at scenery"
4. Assignment #1 "A stray dog" (7%)
5. Assignment #2 "On a gondola in Venice"　(7%)
6. Assignment #3 "Catching a thief"　(7%)
7. Assignment #4 "In the library"　(7%)
8. Assignment #5 "Fear of heights"　(7%)
9. Assignment #6 "At a coffee shop"　(7%)
10. Assignment #7 "Blocking out noise"　(7%)
11. Assignment #8 "Losing things"　(7%)
12. Assignment #9 "A misunderstanding"　(7%)
13. Assignment 10 "Traveling and moving"　(7%)
(Each Assignment above includes two parts: Group Writing -
3%, and Voice Recording - 4%)
14. Review class
15. Final Test (10%)

◎－－－　URL　－－－◎

Course website
(http://learneigo.com)
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キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice English speaking skills, combined
with writing activities that build speaking and presentation abilities.
Students must complete weekly assignments for homework.
There will be a mid-term test in Week 8, and a final test in Week 15.
While test taking practise will focus on speaking and writing, the class will also
involve some listening and reading materials.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to communicate with confidence on a wide range of topics
(such as food, movies, music, sports, hobbies, travel, etc.)(技能)

2. Students will develop the ability to use various follow-up questions to maintain
conversation.(技能)

3. Students will be able to listen for details and be able to report these details to
class partners and to the teacher.(技能)

4. Student’s writing skills will be developed to help communicate in spoken
English. (技能)

5. Vocabulary knowledge of general speaking skills will improve.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/interview,
journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

30% - Classwork / Textbook / Speaking Activities / In class review quizzes / In
class pair and group interaction; interview note-taking (到達目標1)
10% - Speaking Assignments with assigned partners. Use your notes to submit a 1-
minute audio summary of your interview with your partner. (You must submit 10
of 12 Assignments) (到達目標2)
10% - Listening Homework Notes: You must submit 10 of 12 Assignments (到達
目標3)
10% - Diary Homework: Based on speaking topics for the week. 100 words per
activity. (You must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標4)
10% - Vocabulary Homework: Meanings and 10x original example sentences (You
must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標5)
15% - Midterm Test: Week 8 (到達目標1-5)
15% - Final Test: Week 15 (到達目標1-5)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class; for
checking phone during class; for not concentrating during class; for speaking
Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with teacher’s
instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will affect your
overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given by
the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate Abroad: Essential English for Travel and
Study
[Author(s)] Cookson and Tajima
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-4-86312-277-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Unit 1 “My Suitcase is overweight” / Airport check-in /
Airline baggage rules / Spoken Interaction Homework 1
3- Unit 2 “I’m Suffering from Jet Lag” / Jet lag / Time zones
/ Spoken Interaction Homework 2
4- Unit 3 “Each Host Family Is Different” / Homestays / Host
family rules / Spoken Interaction Homework 3
5- Unit 4 “I’m Experiencing Culture Shock”. / Cultural
differences / Stages of culture shock. / Spoken Interaction
Homework 4
6- Unit 5 “My Dormitory Is too Noisy”. / Dormitory life /
Suggestions and requests / Spoken Interaction Homework 5
7- Unit 6 “How Can I Make Friends?” / Making friends /
Activities overseas / Spoken Interaction Homework 6
8- Mid-Term Test Units 1-6
9 - Unit 7 “What Should I Talk About?” / Talking with people
/ Conversation topics / Spoken Interaction Homework 7
10- Unit 8 “I Feel Homesick” / Missing Japan / Dealing with
homesickness / Spoken Interaction Homework 8
11- Unit 9 “How Do I Order Food?” / Ordering and paying in
a restaurant / Spoken Interaction Homework 9
12- Unit 10 “I Lost My Passport” / Losing something /
Valuable possessions / Spoken Interaction Homework 10
13- Unit 11 “I Need to Go to Hospital”. Going to a clinic or
hospital / Health advice / Spoken Interaction Homework 11
14- Unit 12 “I Don’t Want to Leave”. / Preparing to return
home / Benefits of going abroad / Spoken Interaction Homework
12
15- Mid-Term Test Units 7-12 Final Class / Review Activities /
Summary / Final Check of homework portfolios
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スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will practice writing and speaking English in a
natural style. Students will be able to speak simple English sentences
in a conversation style. The key points for speaking practice will be
pronunciation, stress of key words and intonation. Students will
become aware of differences between English and Japanese
vocabulary, pronunciation, meaning and grammar. Students will learn
about different types of communication problems. They will learn
how to give advice to avoid or solve these problems when they
communicate in English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will understand the importance of English pronunciation,
stress of key words and intonation in sentences.    (知識・理解)

2. Students will become more aware of different types of
communication problems.  (知識・理解)

3. Students will be able to give simple advice how to prevent or solve
common types of communication problems.(技能)

4. Students will understand differences between writing and speaking
styles in English.(知識・理解)

5. Students will develop their confidence to speak in English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
10% Translation of Japanese sentences into English conversation style
　(到達目標 4)
20% Writing homework for the speaking presentation　(到達目標2,
3, 4)
20% Picture card preparation and use for the speaking presentation　
(到達目標 2, 3)
20% Speaking presentation (到達目標 1, 5)
20% Loan words (gairaigo) vocabulary writing practice　(到達目標
2, 4)
10% Active participation in conversation and group speaking practice.
※ There is no score for attendance.
There is no end of term examination for this course during the official
examination period. 「定期試験なし」　There will also be no
reexamination 「再試験なし」.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course
because the teacher cannot evaluate their homework, or their efforts in
class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework on time;
4. must complete one speaking presentation.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. First time good and bad conversation questions.  Homework:
students must translate some Japanese sentences into an English
conversation style.
2. Study of some different types of cross-cultural communication
problems. Explanation of speaking presentation assessment.
Homework: writing about a cross-cultural communication
problem for the speaking presentation.
3. Study of advice to solve or avoid communication problems.
4. Study of some common loan words (gairaigo) used in
Japanese. English spelling, meaning and grammar of loan words.
5. Study of a cross-cultural communication problem that
happened at a barbecue.
6. Study of differences between English dictionary vocabulary
and English conversation vocabulary styles.
7. Study of differences between English translation of Japanese
sentences and English conversation styles. Students must hand in
the writing homework for the speaking presentation in this lesson.
Conversation style translation test. Homework: students must
complete writing about the topics “My Holiday” and “My
Hometown” for pronunciation practice in the next lesson.
8. Speaking practice of the homework writing topics.
Pronunciation, stress of key words and intonation practice.
9. Advice for making speaking presentation picture cards.
Students will begin to draw small size pictures for their speaking
presentation. Homework: students must finish drawing all small
size pictures for their speaking presentation.
10. Checking small pictures for the speaking presentation.
Homework: students must finish drawing all large size pictures
for their speaking presentation.
11. Checking large pictures for the speaking presentation.
Homework: students must practice their speaking presentation.
The focus is pronunciation, stress of key words, intonation,
gesture and timing for showing the large pictures.
12. Speaking presentations (about half of the students at random).
13. Speaking presentations (about half of the students at random).
14. General conversation review.
15. Review of key points about culture, speaking English and
communication problems.
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ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on recognition of written and spoken
forms, and on explaining and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight: High-Beginner (3rd edition)
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-029-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 0. Looking over the course. Homework:
textbook and vocabulary study.
3. Unit 1. Quiz 1. Talking about likes and dislikes.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2. Quiz 2. Fluency with money and prices.
Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 3. Quiz 3. Describing your family.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 4. Quiz 4. Talking about things you did.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 5. Quiz 5. Describing occupations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 0 to 5). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 6. Quiz 6. Describing your daily routine.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 7. Quiz 7. Describing occupations.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 8. Quiz 8. Talking about school subjects.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 9. Quiz 9. Giving instructions.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 10. Quiz 10. Describing current actions.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 11. Talking about the future.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 6 to 11).
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キンスラー，キース

◎－－－　概要　－－－◎

The course combines speaking and writing. Students will be required
to write simple sentences which reflect actual situational English,
thereby improving conversational ability. The basic concept of the
course is the logical development and presentation of ideas from the
written form to the spoken. Small group and pair practice will be
used.
　会話・作文の力を付けるコース。英会話表現にも応用できる
簡単な英文を作成し、英作文・英会話両方の力を伸ばす。書く
ことから話すことへ、考えを発展させ、発表していく力を付け
る。講義は小グループ活動・ペアワーク活動で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の文化や考え方を理解し、グローバルな発想ができるよ
うになる。(知識・理解)

To answer and to ask questions about topics and situations.(技能)

日本語ではなく、英語で考えられるようになる。(態度・志向
性)

英語で簡単なコミュニケーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should read and prepare the　handouts provided  in
advance. All handouts must be kept and brought to each class.
Assignments must be finished and submitted by the due date.
予習：授業前に必ず単語を調べておく

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Students must participate satisfactorily in classroom activities. ・この
科目ではクラス活動、授業態度を重視し、積極的で主体的な授
業参加が望まれる。
There is continuous assessment of classroom activities and exercises.
授業活動、練習で継続的に評価を行っていく。

There is NO compulsory examination at the end of the semester.
However there is a final class quiz. 単位取得のための学期末試験
は行わないが、クラス独自の修了試験は行う予定である。

クラス活動 50%
小テスト　 20%
復習試験　 30%
合計　 100%  (単位取得には60% が必要です)

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
Printed materials will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The language of instruction will be English.　この授業は全て
英語で行われます。
Students are required to bring to each lesson: a notebook (or
paper), a dictionary, and a folder containing ALL printed
materials (handouts).
講義の際、毎回、必ず以下の物を持参すること。
ノート、辞書、配布された全てのプリントがファイルして
あるファイル
Please don't be late.
・遅刻をしないこと。
MOBILE TELEPHONES are not to be used in the classroom at
any time. They must be turned OFF and kept in bags, not in or on
desks.
・教室に入る前に携帯電話のスイッチを切っておくこと。
尚、携帯電話はカバンの中等にしまい、机の上に置かない
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Lesson　1  INTRODUCTION & SYLLABUS-CLASSROOM
ENGLISH

Lesson2  WHAT IS IT? ＋ PARSING（1）
Lesson3  WHO IS IT? ＋ PARSING（2）BR
Lesson4  WHAT COLOR IS IT?-APPEARANCE

Lesson5  WHAT IS IT LIKE?

Lesson6  WHAT TIME IS IT?＋NUMBERS(1)
Lesson7  HOW MUCH IS IT? ＋ NUMBERS(2)Lesson8  HOW
MANY ARE THERE?
Lesson9  HOW HIGH IS IT?
Lesson10 WHICH ONE?

Lesson11 WHERE IS IT?-DIRECTIONS

Lesson12 IS THERE A POST OFFICE 　　　　　　　　
NEAR HERE?

Lesson13 WHO DID IT?

Lesson14 WHY IS IT SO? QUIZ.
Lesson15 Review＋Finl Exam



2019-SJ00009603-A6フレッシュマン・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) IA-6」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

During lessons, students will practice speaking and listening in small groups and
also with the teacher. Participation in these activities is necessary to gain the skills
that will be tested on the speaking tests.

There will be six homework assignments. The homework will be from the textbook
and on papers made by the teacher. Homework must first be completed in the
textbook and/or on the paper, and second entered into the class internet homepage
by the night before class. Doing this homework will prepare students for class
activities and for the quizzes. On weeks when there is no homework, students will
need to study for quizzes and speaking tests.

There will be five quizzes (short tests of 10-30 questions). The topics of the
quizzes will be the things studied in class and on the homework.

There will be three speaking tests. For the first one, students will speak in pairs,
practicing mostly questions and answers. For the second one, students will speak
with the teacher to show that they have learned the sentence patterns learned in
class. For the last one, students will talk in groups for 10-20 minutes, using all of
the skills practiced during the semester.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students who actively participate in class will be able to have simple
conversations in English about personal and professional topics. (技能)

2. Students will get more vocabulary and grammar knowledge, and improve their
ability to use the knowledge they have for actual communication.(知識・理解)

3. Students will learn strategies to successfully communicate even in difficult
situations with people from around the world.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not accepted).
In weeks where there is no homework, students need to review the textbook and
class activities to study for quizzes and speaking tests. This homework and review
will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

1. Quizzes: 20% (到達目標2)
2. Homework: 20% (到達目標2)
3. Speaking test 1: 15% (到達目標1 & 2)
4. Speaking test 2: 15% (到達目標1 & 2)
5. Speaking test 3: 30% (到達目標3)

Note: final scores may be increased or decreased by up to 10% based on
participation in class activities. (到達目標1, 2, & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Students who are absent without a good reason will get a zero on any test or quiz
given on that day. If a student has an emergency (medical, family problem, etc.) or
if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.), then they
must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If they do, they can
discuss with the teacher about how to make up the thing that they missed.

Students who actively participate in most classes may receive extra points added to
their final grade. Students who are late, who don’t bring their materials, who
sleep, who don't participate in class activities, who use too much Japanese, or who
cause problems in class may lose points from their final grade.

Any student who copies another student on homework, in-class work, or quizzes
will get -5% to their final class grade each time they copy because copying is
cheating. If the person who was copied gave permission to the cheater, that person
will also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Four Corners Level 2B
[Author(s)] Jack C. Richards and David Bohlke
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9781108627726
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Late homework is not accepted except when a student has an
emergency.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus. Homework 1
assigned.
2) "Yes/No Questions." Quiz 1. Homework 1 due (the night
before class). Homework 2 assigned.
3) "WH-Questions." Homework 2 due (the night before class).
4) "WH-Questions." Quiz 2.
5) Speaking Test 1. Homework 3 assigned.
6) Unit 7. Homework 3 due (the night before class).
7) Unit 8.
8) Unit 8.  Quiz 3.
9) Speaking Test 2. Homework 4 assigned.
10) Unit 10. Homework 4 due (the night before class).
11) Unit 11. Quiz 4. Homework 5 assigned.
12) Unit 12. Homework 5 due (the night before class).
13) Unit 12. Quiz 5. Homework 6 assigned.
14) Speaking Test 3 practice. Homework 6 due in class (no
online assignment).
15) Speaking Test 3.

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)



2019-SJ00009603-A7フレッシュマン・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) IA-7」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヒュー・Ｇ・Ｌ　タイラー

◎－－－　概要　－－－◎

The focus of this course is to give students the opportunity to develop
their English speaking and listening ability. However, students will be
expected to do some reading and writing. There will be a variety of
activities including. intonation exercises, non-verbal communication,
competitive activities, English rhythm patterns,  body language and
gesture. These activities are designed to encourage English
communication as you are able to practise communication in groups
with your friends.

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1. To actively use and understand spoken English.(知識・理解)

 2. Focus on speaking and listening.(技能)

 3. Attend regularly and actively participate in classroom activities.(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the 'Preparation' activity at the start of each lesson
before they come to class. This will establish the theme of the next
lesson and introduce essential sentence patterns and vocabulary which
are necessary to do the active speaking and listening exercises. Time
required; 30-60minutes.
To review key elements of the lesson students may be set homework
or; a verbal quiz may be given at the start of the next lesson. Time
required; 30-60 minutes.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
Attainment goals 1,2,3, will be assessed as follows;
Attitude, Effort & Participation will account for 50% of the
assessment.
To receive 3points for a class  a student must; 1) interact with their
classmates during the preparation of an activity, 2) use English with
their fellow students to complete the activity. An additional 5% will
be added for outstanding participation.

Attainment goal 1 will also be assessed in a test.
The test comprises a role play (30%) and a listening test (20%).
(Exams are not given during the Examination Weeks at the end of the
semester and there is no 'saishi shiken')

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Speak to Me
[Author(s)]Huw Tyler
self-published
Price; ¥950
[Publisher]Self-published
[Price]¥1,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

No cell phones may be used during the class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation & Students Profiles
2. Me & My Class:  personal information
3. Family & Hometown:
4. How Are Yu? intonation
5. Manner: adverbs & body language
6. What Is It? possibility
7. Free Time: question formation, game
8. Tell Us About Japan: invitation role play
9. International Comparisons:number,
10. Nice or Nasty: advice & suggestions
11. Holiday Pics: talking about past events
12. Did You Hear? reported speech
13.  In order: 1st, 2nd 3rd. First, next, then
14.  Course Review
15.  Tests & Presentations
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：TOEICの受験を念頭に基礎トレーニングを行なう。
授業の進め方：テキストに沿って進める。
学習の方法：語彙のチェックを行なって授業に臨み（小テスト
あり）、授業後には知識の定着を図ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) TOEIC LRの頻出単語、および基礎的な英語文法・構文を身
につける。(知識・理解)

(2) TOEIC LR に対応するリスニング力およびリーディング力の
基礎を身につける。(技能)

(3) 授業内外で、与えられた課題を中心に、主体的に英語学習
に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定する語彙を頭に入れ、使いこなせるまで練習するこ
と。
復習：音源を用い、リピーティング、シャドーイング、暗唱を
行い、表現が口をついて出てくるようにすること。（予習・復
習合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
毎回の小テスト（到達目標(1)）・課題（到達目標(2)(3)）・授
業での練習（到達目標((2)(3)）（約50%）＋定期試験（到達目
標(1)(2)(3)）（約50%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]TOEIC公式問題集
[Author(s)]Educational Testing Service
[Publisher]国際ビジネスコミュニケーション協会
[ISBN]978-4906033485
[Comments]テキスト価格：2,800円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction Test 1 Part 1
２．Test 1 Parts 1 & 5
３．Test 1 Parts 2 & 6
４．Test 1 Parts 3 & 7
５．Test 1 Parts 4 & 7
６．Test 1 Wrap-up 1
７．Test 1 Wrap-up 2
８．Mid-term Test
９．Test 2 Parts 1 & 5
10．Test 2 Parts 2 & 6
11．Test 2 Parts 3 & 7
12．Test 2 Parts 4 & 7
13．Test 2 Wrap-up 1
14．Test 2 Wrap-up 2
15．Review



2019-SJ00009603-A9フレッシュマン・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

 この授業はわが国で実施される各種の英語資格検定試験のうち、
特に社会的ニーズの高いTOEIC Listening and Reading Testを念頭に
おいて、実践的なトレーニングを中心に学習を進めていきます。授
業を通じて試験形式と勉強方法を理解しつつ、オールラウンドな英
語力の強化を図ります。まずTOEIC L&Rという試験がどのような
試験であるかを知り、その後TOEIC L&Rにあわせた問題の演習を
行うことで、文法や語彙の知識の強化、リーディング、リスニング
を中心とした英語学習を進めます。
 なお、受講期間内に、実際にTOEIC L&Rを受験することが奨励さ
れますので、ぜひこの授業で準備をして受験し、自分の実力と今後
の目標を把握するきっかけとし、今後の学習につなげていってほし
いと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC LR のスコアが求められる場面や、出題形式について理解す
る(知識・理解)

TOEIC LRの頻出単語、および基礎的な英語文法を身につける(知
識・理解)

TOEIC LR に対応するリスニング力およびリーディング力の基礎を
身につける(技能)

授業内外で、与えられた課題を中心に、主体的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
以下の問題を解いてきてください。（計40分）

Step1: TOEIC Vocabulary
Step 2: TOEIC Grammar （出来る人はTOEIC ReadingとTOEIC
Listeningも）
Step 3: TOEIC Mini Test

テキストに "Checklink"　の印がついている問題は、第一週に登録
するChecklinkのシステムを利用して回答を入力してきてくださ
い。

【復習】
Step 3の間違った問題を中心に復習する（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点 20％
 -予習状況、受講態度、単語テストを含みます。

中間テスト30％
 -第7回目の授業までに学習した内容に基づいて、リスニングと
リーディングの試験を行います。

定期試験50％
 -中間試験終了後に学習した内容に基づいて、リスニングとリー
ディングの試験を行います。ただし、リスニングの試験は、15回目
の授業時に行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC L&R Test Beginner
[Author(s)]Koji Hayakawa & Yoichi Kishi
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740884
[Comments]2019年　1900円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・初回の授業までにテキストを購入しておくこと。
・授業には毎回テキストと辞書を持参し、単語テストの準
備と予習をしてくること。
・授業中のスマートフォンの使用は禁止します。（辞書と
しての使用も含む。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Unit 1: Travel
3. Unit 2: Dining Out
4. Unit 3: Shopping
5. Unit 4: Entertainment
6. Unit 5: Advertising
7. Unit 6: Events
8. 中間テスト
9. Unit 7: Daily Life
10. Unit 8: Media
11. Unit 9: Recruiting
12. Unit 10:Production & Sales
13. Unit 11:Meetings
14. Unit 12: Offices
15. Listening Test
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

岩崎　一恵

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語検定試験の受験を念頭に置
き、リスニング分野、リーディング分野のトレーニングを通し
て、語彙の拡充、文法事項の確認、さらに文化的背景の理解を
深めることにより、英語の総合力の増強を図ります。テキスト
はTOEIC受験に備えたものを用いますが、プリントなどにより
TOEFL、STEP、IELTSの問題演習なども行います。原則とし
て、毎回ミニテストを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種主要英語検定の目的・特徴・違いを知ることができる(知
識・理解)

TOEIC Testの出題形式の特徴を知ることができる(知識・理解)

TOEIC TestのPart 1̃7のそれぞれの解放のコツを習得できる(技
能)

予習をすることにより、授業において自分の着目すべきポイン
トがわかる(技能)

復習をすることにより、英語力を確実なものにすることができ
る(技能)

自律的な英語学習を行うことによって、緊張感をもって、積極
的に授業参加できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は必須です。授業は予習（60分）をしてきていることを前
提に行います。次の授業で行うUnitの各演習を行ってきます。
詳しい予習のやり方は初回の授業で指示します。予習において
はテキストの問題演習を行い、特に「自分が良く分からないと
ころはどこなのか」を明らかにしましょう。また、ミニテスト
のために復習（30分）を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
授業中の活動（受講態度・授業への貢献度・小テスト）…30％
最終総合試験(インクラス)…30%
定期試験…40％
上記の割合を目安とする。ただし、本時受講期間中に各種英語
検定試験を受験した場合、その結果の証明を添えて報告した場
合、これを成績評価に加味することがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Totally TOEIC L&R Test：Challenge　400[Author(s)]
Terry O'Brienほか
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17895-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業はテキストを持参のうえ、必ず出席すること。
毎時間テキスト・辞書・筆記用具（鉛筆・消しゴム）など
を持参すること。授業中の携帯電話・スマートフォン・タ
ブレットなどの使用、ほかの授業の予習復習など本時に関
係のない行為、飲食などは禁止。欠席・遅刻・授業中のト
イレ退出は厳に慎むこと。その他詳細については、初回の
授業で説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業ガイダンスと各種検定試験の概要な
ど）
2. Unit 1 Traffic (現在時制)　
3. Unit 2 Weather & Events (平叙文・疑問文)・確認テスト1
4. Unit 3 Lunchtime (進行形・完了形)・確認テスト2
5. Unit 4 Hotels (冠詞・代名詞)・確認テスト3
6. Unit 5 Health (名詞)・確認テスト4
7. Unit 6 A New Life (形容詞・副詞)・確認テスト5
8. Unit 8 Job Hunting (比較)・確認テスト6
9. Unit 9 Workplaces & Products (不定詞・動名詞)・確認テス
ト7
10. Unit 10 Customer Service & Office Crime (受動態・助動
詞)・確認テスト8
11. Unit 11 Office Messages (使役動詞・知覚動詞)・確認テ
スト9
12. Unit 12 Ordering & Shipping (関係代名詞・関係副詞)・確
認テスト10
13. Unit 13 Business Trips (接続詞・前置詞)・確認テスト11
14. Unit 14 Success in Business（仮定法）・確認テスト12
15. インクラス最終総合試験
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上野　文

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語資格検定試験のうち、特に社
会的ニーズが高いと思われるTOEIC L&R TESTの受験を念頭
に、実践的なトレーニングを中心とした授業を行います。
テーマ毎に構成された問題を数多く解答することで、テスト形
式に慣れるだけではなく、基礎的な英語力の向上も目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC受験に対応できる語彙をより多く身に付ける。(知
識・理解)

②TOEIC形式のリスニング問題に慣れ、英語をより正確に聞き
取ることができる。(技能)

③TOEIC形式のリーディング問題に慣れ、英文を素早く読んで
解答することができる。(技能)

④音読や書き取りの練習を通して基礎的な英語力を定着させ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　次の授業で扱うUnitのkey vocabularyの意味を調べ、文法
及びリーディング問題を解く（45分）
　　　

復習　学習したUnitに出てきた語彙、文法事項の確認（45分）
　　　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

「本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と
割合により成績評価します。」

平常点：10％（到達目標①②③④）
　学習態度、発表の仕方などを総合的に評価します。

復習小テスト：30％　（到達目標①②③）
　授業で扱った語彙の復習テスト、TOEIC形式のリスニングテ
ストを行います、。
定期試験：60％　（到達目標①③）
　　　　　　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]SUCCESSFUL STEPS FOR THE TOEIC L&R TEST -A
TOPIC-BASED APPROACH- NEW EDITION[Author(s)]
Hisakazu Tsukano, Atsuko Yamamoto, Naoko Osuka, Robert
Van Benthuysen
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN]9784791934218
[Comments]テキスト価格　2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業にはテキストを購入の上、出席すること。
授業には必ず以下のものを持参すること。
①テキスト
②辞書（電子辞書可）
③筆記用具

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション、Pre-Test

2. Unit 1 Entertainment
   文型、名詞について
3. Unit 2 Personnel
   現在形、代名詞について
　　単語テスト①
4. Unit 3  Office Work & Supplies
   過去形、形容詞について
5. Unit 4 Office Massages
   未来を表す表現、冠詞について
6. Unit 5 Eating Out
   進行形、副詞について
　　単語テスト②
7. Unit 6 Technology
   完了形、比較について
8. Unit 7 Research and Merchandise 　　　Development
   助動詞、動詞について
9. Unit 8 Finance and Budgets
   受動態、不定詞について
　　単語テスト③
10. Unit 9 Purchases
   時制の一致、分詞について
11. Unit 10 Manufacturing
   主語と動詞の呼応、動名詞について
12. Unit 11 Marketing & Sales
   仮定法について
13. Unit 12 Travel
   平叙文、関係詞について
14. Unit 13 Contracts&Negotiations
   命令文、等位接続詞について
　　リスニングテスト
15. 前期の復習
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オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience and understand how to explain their ideas in
detail.(知識・理解)

Students will gain the ability to speak in front of others.(技能)

Students will be taught to understand the differences of Japanese
versus native English speaking styles. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units.Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1 (2nd edition)
[Author(s)]Steven Gershon
[Publisher]Cambridge University Press
[ISBN]　978-1107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Understanding Presentations
2. Interviewing
3. Interviewing (continued)/Describing places
4. Describing places (continued) / Presentation preparation
5. Presentations
6. Describing things
7.  Describing things (continued) / Presentation preparation
8.  Presentation
9.  Memories
10. Memories (continued) / Presentation preparation
11. Presentations
12. Process explanation
13. Process explanation (continued) / Presentation preparation
14. Final presentation preparation
15. Final presentation
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ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will study how to develop their presentation skills. There
will be homework each week. Homework will include review of
lesson content, speaking English and listening to English. In most
classes, there will be short unit tests to assess what students have
learned. There will be two main tests in class during the course: a 中
間 presentation in week 8 and a final presentation in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to give a short presentation in English.(技能)

2. Students will increase the vocabulary necessary to talk about
everyday experiences.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to improve their
study skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on speaking English and listening to English (60 min). Students
should review the content of the textbook and vocabulary which has
been taught in class (60 min). In addition, students should prepare for
unit tests, their 中間 presentation in week 8 and final presentation in
week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2 & 3)
20% Unit Tests (到達目標1, 2 & 3)
25% 中間 Presentation (到達目標1, 2 & 3)
25% Final Presentation (in class) (到達目標1, 2 & 3)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, unit tests, 中間
presentation and final presentation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Impact Issues 1 (Third Edition)
[Author(s)] Richard Day, Joseph Shaules & Junko Yamanaka
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9789813134379
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should check the class blog every week. The blog
address will be given in the first class.
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class.
Please write your name, student number and class on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: Introduction and Course Outline
2. Unit 1 The Guy with Green Hair
3. Unit 2 The Shoplifter
4. Unit 3 I’m not Addicted!
5. Unit 7 Family Values
6. Unit 9 A Visit to Grandma
7. Unit 11 Pet Peeve/Prepare for 中間 Presentation
8. 中間 Presentation (25%)
9. Unit 12 Close Your Eyes and See
10. Unit 13 Protecting Our Environment
11. Unit 15 To Tell or Not to Tell
12. Unit 19 Cloning Cyndi
13. Unit 20 Why Learn English?
14. Prepare for Final Presentation
15. Final Presentation (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio & video
(english.com/activate)
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キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice English speaking skills, combined
with writing activities that build speaking and presentation abilities.
Students must complete weekly assignments for homework.
There will be a mid-term test in Week 8, and a final test in Week 15.
While test taking practise will focus on speaking and writing, the class will also
involve some listening and reading materials.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to communicate with confidence on a wide range of topics
(such as food, movies, music, sports, hobbies, travel, etc.)(技能)

2. Students will develop the ability to use various follow-up questions to maintain
conversation.(技能)

3. Students will be able to listen for details and be able to report these details to
class partners and to the teacher.(技能)

4. Student’s writing skills will be developed to help communicate in spoken
English. (技能)

5. Vocabulary knowledge of general speaking skills will improve.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/interview,
journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

30% - Classwork / Textbook / Speaking Activities / In class review quizzes / In
class pair and group interaction; interview note-taking (到達目標1)
10% - Speaking Assignments with assigned partners. Use your notes to submit a 1-
minute audio summary of your interview with your partner. (You must submit 10
of 12 Assignments) (到達目標2)
10% - Listening Homework Notes: You must submit 10 of 12 Assignments (到達
目標3)
10% - Diary Homework: Based on speaking topics for the week. 100 words per
activity. (You must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標4)
10% - Vocabulary Homework: Meanings and 10x original example sentences (You
must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標5)
15% - Midterm Test: Week 8 (到達目標1-5)
15% - Final Test: Week 15 (到達目標1-5)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class; for
checking phone during class; for not concentrating during class; for speaking
Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with teacher’s
instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will affect your
overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given by
the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate Abroad: Essential English for Travel and
Study
[Author(s)] Cookson and Tajima
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-4-86312-277-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Unit 1 “My Suitcase is overweight” / Airport check-in /
Airline baggage rules / Spoken Interaction Homework 1
3- Unit 2 “I’m Suffering from Jet Lag” / Jet lag / Time zones
/ Spoken Interaction Homework 2
4- Unit 3 “Each Host Family Is Different” / Homestays / Host
family rules / Spoken Interaction Homework 3
5- Unit 4 “I’m Experiencing Culture Shock”. / Cultural
differences / Stages of culture shock. / Spoken Interaction
Homework 4
6- Unit 5 “My Dormitory Is too Noisy”. / Dormitory life /
Suggestions and requests / Spoken Interaction Homework 5
7- Unit 6 “How Can I Make Friends?” / Making friends /
Activities overseas / Spoken Interaction Homework 6
8- Mid-Term Test Units 1-6
9 - Unit 7 “What Should I Talk About?” / Talking with people
/ Conversation topics / Spoken Interaction Homework 7
10- Unit 8 “I Feel Homesick” / Missing Japan / Dealing with
homesickness / Spoken Interaction Homework 8
11- Unit 9 “How Do I Order Food?” / Ordering and paying in
a restaurant / Spoken Interaction Homework 9
12- Unit 10 “I Lost My Passport” / Losing something /
Valuable possessions / Spoken Interaction Homework 10
13- Unit 11 “I Need to Go to Hospital”. Going to a clinic or
hospital / Health advice / Spoken Interaction Homework 11
14- Unit 12 “I Don’t Want to Leave”. / Preparing to return
home / Benefits of going abroad / Spoken Interaction Homework
12
15- Mid-Term Test Units 7-12 Final Class / Review Activities /
Summary / Final Check of homework portfolios
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ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎－－－　概要　－－－◎

In this class we will communicate in English through dialogues,
conversations, games, speeches, and so on.  Although we will mostly
speak English, we will also read and write it, because all these skills
are connected.  We will work in pairs and in small and large groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) This class should improve your English skills.(技能)

(2) This class should improve your English motivation and
enjoyment.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Seven times you will have homework that should take about 30
minutes to prepare: handouts (プリント) to read, short conversations
to learn, or short reports to write. You will spend at least two hours
per week of review outside class time.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

25% homework: to evaluate goal (1) 技能

25% tests: to evaluate goal (1) 技能

25% discussion: to evaluate goals (1) 技能 and (2) 態度・志向性

25% participation & motivation: to evaluate goals (1) 技能 and (2) 態
度・志向性
 
※There is no end of term examination (teikishiken) for this course
during the official examination period. There will be no re-
examination (saishiken).

※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the class
because the teacher cannot evaluate their homework, tests, discussion,
or participation and motivation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
We will use handouts (プリント) in class.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：　Introduction
第２回：　Surveys
第３回：　Survey Reports: First Groups
第４回：　Survey Reports: Second Groups
第５回：　Survey Reports: Third Groups
第６回：　Asking about Another Person
第７回：　Pronunciation Practice
第８回：　Communication Games
第９回：　 Asking Favors
第１０回：　 Borrowing and Lending
第１１回：　 Numbers Practice
第１２回：　 Twenty-One Questions
第１３回：　Newspaper Comics: Introduction
第１４回：　Newspaper Comics: Expressions
第１５回：　Free Conversation Topics
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トンプソン，アンドリュー

◎－－－　概要　－－－◎

In this Interactive English (IA) course, students will be able to develop
their speaking, listening, reading and writing skills. All students will
be encouraged to actively participate in speaking and writing activities
that are designed to build English language confidence.

This course will help prepare students for future situations where
English speaking, listening, reading and writing is required, such as
school, work, leisure, and travel. The overall objective of this course is
to build English language confidence describing routines, experiences,
past events, future plans, and preferences.

◎－－－　到達目標　－－－◎

A. To increase sociolinguistic knowledge (vocabulary, and
grammar).(知識・理解)

B. To develop four skills (speaking, listening, writing, and
reading).(技能)

C. To build confidence when actively engaging with people from
different cultural backgrounds.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should complete assigned homework each week, which
includes preparing and reviewing the weekly lesson theme,
vocabulary, grammar, reading and writing tasks (approximately 30
minutes/week). Students who are not prepared will be given no points.

Weekly lesson preparation and review will be especially required for
the Writing Journals and Presentations (approximately 30 minutes/
week). Students will be required to keep a weekly Writing Journal
designed to improve their ability to clearly structure and share their
experiences on everyday topics. Students will also be required to
prepare three Presentations designed to improve their ability to clearly
structure and share their experiences and preferences (approximately 2
hours/presentation).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

This course will be evaluated based on the degree of accomplishment
of reaching each goal according to the following.

Class Participation: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Textbook Quiz: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Journal Writing: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Journal Presentations: 30 points maximum (Week 5 Presentation: 5
points, Week 10 Presentation: 10 points, Week 15 Presentation: 15
points maximum) (A/B/C will be evaluated)
Semester Mid and Final Assessment: 10 points maximum (A/B/C will
be evaluated)

PLEASE NOTE: There is no end of term examination (teiki shiken)
during the official examination period. There will also be no
reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential English Communication - Student Book 2
[Author (s)] Andrew Thompson
[Publisher] THINK ELT JAPAN
[ISBN] 978-1548265670
[Comments] Textbook RRP: ¥ 2, 250 (Available from Kinbun
Bookstore)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students will review assigned homework from the previous
lesson at the beginning of each lesson. Students who are late
more than 20 minutes or are absent from lessons may lose points.
Furthermore, students who are absent for more than 5 lessons
may fail the course.

Students who do not complete assigned homework, Writing
Journal or are absent for Textbook Quizzes and Presentations
will be given no points. Furthermore, students who copy or cheat
will be given no points.

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to each lesson.

Students can contact the teacher by sending an online message at
http://www.eltjapan.com/connect.html

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Overview of course textbook “Essential English
Communication”, teacher and student introductions,
explanation of class expectations: attendance, grading, lesson
structure and materials. Start Textbook Unit 1.
2. Review of class rules and expectations, introduction to
Class Presentations and Writing Journal structure/expectations.
Start Textbook Unit 2.
3. Textbook Unit 3, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
4. Textbook Unit 4, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
5. Week 5 Presentation (5%).
6. Textbook Unit 5, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
7. Textbook Unit 6, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
8. Textbook Quiz (10%), Week 10 Presentation Review and
Preparation.
9. Textbook Unit 9, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
10. Week 10 Presentation (10%).
11. Textbook Unit 10, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
12. Textbook Unit 11, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
13. Textbook Unit 12, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
14. Textbook Quiz (10%), Week 15 Presentation Review
and Preparation.
15. Week 15 Presentation (15%).
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ハラン，トーマス

◎－－－　概要　－－－◎

Each lesson will aim to develop meaningful communication in
English and to focus on developing  listening skills.　There will be a
10 point quiz after each unit.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The goal of this course is to develop learners’ ability to
communicate in English. (技能)

Students should also be able to understand basic English onversations
by the end of the course. 　(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students with be given short vocabulary assignments related to each
unit. Students should spend at least one hour on homework each
week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly Quizzes 50%
Listening Test 50%
There will be no EXAM during the test period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Basic Tactics for Listening
[Author(s)]Jack C. Richards
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-401384-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 Do not be late for class

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Introductions: linking vowel sounds ‒ listening for
names
Week 2: Describing people: intonation ‒ yes/no questions
Week 3: Clothes: listening for gist and describing what people
wear
Week 4:  Talking about routines: listening for time and numbers
Week 5: Talking about dates: listening for gist and details
Week 6: Jobs: talking about jobs listening for attitudes
Week 7: Favorite things: listening for topics and details
Week 8: Sports: understanding gist and making predictions
Week 9: Locations: listening for location and making
predications
Week 10: Family: listening for similarities and talking about
families
Week 11: Entertainment: listening for acceptances and refuses
Week 12: Prices: listening for comparisons ‒ saying large
numbers
Week 13: Presentations:
Week 14: Review practice test
Week 15: Listening test



2019-SJ00009603-B8フレッシュマン・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) IA-7」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マキネス，スコット

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their English listening and
speaking skills.

One unit from the textbook will be studied every week.

Every week students will focus on one topic from the textbook. In
small groups, students will read and practice various simple English
conversations with each other. Students will then be encouraged to
expand the conversations into more detail, and if possible shift the
conversation into other related areas.

Homework will consist mainly of learning new vocabulary words, and
using them effectively in a variety of situations. Homework will be
checked often.　

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will improve their English communication skills.(技能)

Students will gain more confidence in using English in everyday
situations.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete the assigned homework each week, and
review the upcoming units in the textbook before class.
This should only take between 30 minutes to an hour every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

Participation ‒ 60%
In-class Quizzes ‒ 20%
Final Test ‒ 20%

There will be a mini-quiz at the beginning of every other class. Each
quiz will include previously learned vocabulary and idioms.
Completing all of the assignments, as well as regularly attending class
will be necessary to do well on the quizzes.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]1.Passport Plus 2.A Shorter Course in Everyday
Vocabulary Quizzes
[Author(s)]　1.Buckingham, A./Whitney, N. 2. Sato, S.
[Publisher] 1.Oxford　2. Nan'undo
[ISBN]1.978-0-19-457397-9 2.978-4-52-317668-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary, clear file, B5
notebook, and writing materials to every class. Students must not
forget these items, sleep in class, or be more than ten minutes
late. Students should email the teacher if they will be absent two
or more times.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. People
3. Friendship/quiz
4. Education
5. Food
6. Fun/homework check/quiz
7. Home
8. Weather
9. Health/quiz
10. Cities
11. Milestones
12. Overseas/homework check/quiz
13. Communicating Effectively
14. Overcoming Problems/quiz
15. Final Test



2019-SJ00009603-B9フレッシュマン・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) IA-8」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will be given a new understanding of English grammar, with the goal
of using it for speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will be
vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参加
できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事が
できるようになります。(技能)

3. 生徒は英会話を構築し、理解するために文章の一部を素早く分析でき
るようになります。(知識・理解)

4. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

5. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英語
の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

6. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理解
します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes).
Students must have a dictionary or dictionary application and must use it during
class. A word list will be published on the teacher’s website. Vocabulary
knowledge will be tested four times during the course, so students will need to
learn and review vocabulary (30 minutes).
Students should look ahead at the coming week’s textbook chapter to check
for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

Participation: 50% (到達目標1, 2, 5, 6)
Extended Conversation Assessments: 20% (到達目標1, 2, 5, 6)
Vocabulary Building: 20% (到達目標4)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 5, 6)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Students who don’t communicate in English,
interact in English, or participate in using English will receive very low
participation points and may not achieve a passing score.

There are no points for attendance. However, students who are absent too often
will achieve a low participation score, and will be very unlikely to achieve a
passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Control Words (5th edition, 2019)
[Author(s)] Steve Paton
[Publisher] self-published
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Controlling English I
3- Controlling English II
4- Vocabulary Building. Learning about memory strategies and
vocabulary learning strategies.
5 - “Do you? Are you?” Talking about yourself using ‘am’,
‘are’, ‘is’, ‘do’ and ‘does’. Participation scoring
will begin. Vocabulary List 1 will be published.
6- “Did you? Were you?” Talking about the past using
‘did’, ‘was’, and ‘were’. Vocabulary Test 1
7- “Where? When? 1” Discussing locations and times.
Introduction to ‘preposition/noun’
8- “Where? When? 2” Discussing locations and times using
‘preposition/noun’. Vocabulary List 2 will be published.
9- “Have you ever?” Discussing experiences using ‘have’
and ‘has’. Vocabulary Test 2
10-“Can you? Could you?” Discussing possibilities using
‘can’ and ‘could’.
11- “Do you have to?” Discussing ideals and rules using
‘do’, ‘does’, ‘did’, and ‘should’. Vocabulary List 3
will be published.
12- “Are you going to?” Talking about future plans and
predictions using ‘will’, ‘be going to’, and ‘be -ing’.
Vocabulary Test 3. Extended Conversation Assessment 1.
13- “If and When?” Discussing situations. Extended
Conversation Assessment 2.
14- “Tell us a story” Telling stories using situation and event
grammar. Extended Conversation Assessment 3. Vocabulary List
4 will be published.
15- Review and catch-up week. Vocabulary Test 4. Extended
Conversation Assessment 4.



2019-SJ00009604-92フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) ESP-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

迫　由紀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC形式の練習問題を解きながら、英語基礎学力、特に
ReadingとListeningを身に着けることを目標とする。
TOEICテストの形式と目的を理解し、英語のリスニング、リー
ディングに関して、限られた時間で、速読速解するための解答
力アップのストラテジーを学ぶ。
ユニットごとに決められたテーマに即した問題を解きながら、
実際のTOEIC　L&Rの出題形式に慣れる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの形式に慣れ、出題の意図、解法のポイントが理解でき
る。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、速読力
を身につける。(技能)

現代社会、ビジネス社会での生の英語の速度やリズムに慣れ、
聞き取ることができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるように積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回のユニットのリスニング練習と音読練習（30分）
ディクテーションプリントおよびテキストの問題演習（60分）
復習：同じミスをしないように、なぜできなかったかを理解し
ながら、再度問題を解く。（60分）
授業はあくまで、予習で準備してきた答え合わせ、自分の問題
点、現状把握、の場である。授業だけでテスト対策などできな
いことを理解したうえで、授業時間外の学習にしっかり時間を
かけること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

 平素の活動状況（小テスト、授業への積極的な取り組みなど）
50％
 教場試験　50％

 積極的な英語学習取り組み状況と語彙力・速読力・リスニング
力がどれだけ身についているかを成績評価の基準とします。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。
ただし、教場試験にやむを得ず欠席した学生（伝染病の罹患な
ど）に限り、代替措置として追試を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Raising Your Level!For the TOEIC Listening and Reading
Test
[Author(s)]Shogo Mitsutomi (他)
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17851-4
[Comments]￥2268

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わり
に使用することは認めない。
・単語の意味だけでなく、語法、用例の理解が重要なので
紙媒体の辞書を推奨する。（例：コリンズコウビルド英語
辞典、ロングマン英英辞典、5万語程度収録の英和中辞
典）
・TOEICの要求するコミュニケーション能力とは、ことば
の意味だけでなく、社会人としての生活様式、ビジネスマ
ナーといったことばの意図、背景を読み取ることである。
毎回、英語の世界観をイメージできるよう、授業の最初か
ら最後まで集中して臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． Introduction：TOEICについて（1）Listening Sections
２．TOEICについて（2）Reading Sections
3．Unit 2　 Travel（1）Listening Sections
4．Unit 2　 Travel（2）Reading Sections
5．Unit 3   Hotels（1）Listening Sections
6．Unit 3   Hotels（2）Reading Sections
7．Unit 4   Dining（1）Listening Sections
8．Unit 4   Dining（2）Reading Sections
9．Unit 5   Sports and Hobbies（1）Listening Sections
10．Unit 5   Sports and Hobbies（2）Reading Sections
11． Unit 6   Phone Calls and Emails（1）Listening Sections
12． Unit 6   Phone Calls and Emails（2）Reading Sections
13．Unit 7   Health（1）Listening Sections
14．Unit 7   Health（2）Reading Sections
15. まとめと教場試験



2019-SJ00009604-93フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) ESP-6」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

中野　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題に慣れ、英語４技能のうちリスニングと
リーディングの力を中心に養います。各ユニットのテーマにつ
いて語彙力を高め、リスニング問題の解答のコツや文法事項を
再確認しながら内容の聞き取りと理解を高めディクテーション
でリスニング力を鍛えます。リーディング問題では、頻出する
語彙と文法を再確認すると共に要点をつかみ（スキミング）、
特定の情報を探し出すこと（スキャニング）が出来る能力を身
につけるトレーニングをし、チャンキング訳の練習を行うこと
で正確に読み取れるリーディング力を高めます。また、Unit毎
にVocabulary Quizの小テストを行って学習を振り返り、確認し
ます。
８回目と１５回目にListening Testを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストに即座に反応できる語彙力がつく。(知識・理解)

文法力を増強することによって英文の理解力が増す。(知識・
理解)

ディクテーション練習やペアでの暗記の練習によって一度で聞
き取れるリスニング力が高まる。(技能)

リーディングではチャンク訳練習をすることで英語の語順で正
確に理解する習慣が身につく。(技能)

ペアワークにより積極的に授業に取り組み、TOEICテストを身
近に感じることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1)小テストをするので、Vocabulary Quizの問題を解いて
スペルを覚えておくこと。Listening Sectionの音を聴いて問題を
解いておくこと。 Reading Sectionも予習することが望ましい。
復習：(１) Listening Partのディクテーションのチェックとエ
ラーの確認　（２）シャドーイング　（３）Reading Partの
CHUNK　TRANSRATION
の自分の訳のチェックと完成　（４）Part7 の音読

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の割合により総合的に評価しま
す。

毎回の授業での課題：20％　(課題、小テスト)
リスニング・テスト：20％
定期試験：60％（文法・読解力テスト）

語彙力・文法力・リスニング力・読解力がどれだけ身について
いるかを成績評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Raise Your Score 150 Plus on the TOEIC Test
[Author(s)]Noboru Matsuoka & Kazuo Sobajima
[Publisher]SHOHAKUSHA
[ISBN]978-4-88198-716-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Unit毎にVocabulary Quizの小テストを行うので、予習とし
て新出単語の意味とスペルを覚えて準備します。
８回目と15回目にリスニング・テストを行うので復習して
準備します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　Introduction：授業の進め方、出欠評価などの説明
を受け、予習・復習の仕方を理解します。2～15回はUnit
毎に小テストを受け、第８回目にリスニングテストを受け
ます。
第2回 Shopping：Shopping関連英語表現「小テスト」
第3回　At a Restaurant：レストランでの英語表現　「小テ
スト」
第4回　At an Airport：フライトに関する英語表現　「小テ
スト」
第5回　Entertainment：パーティでの英語表現　「小テス
ト」
第6回　At a Hotel：ホテルでの英語表現 「小テスト」
第7回　Job Hunting：就職活動に関する英語表現　「小テ
スト」
第8回　Telephoning：電話英語表現「小テスト」「リスニ
ング・テスト」
第9回　Negotiating： 交渉に関連する英語表現「小テス
ト」
第10回 Giving a Presentation：プレゼンテーションに関連す
る英語表現「小テスト」
第11回　Appointments：アポイントのとり方に関連する英
語表現「小テスト」
第12回　At a Bank：銀行関連英語表現「小テスト」
第13回　On the Street：交通関連英語表現「小テスト」
第14回　Taking a Trip：旅行関連英語表現「小テスト」　
第15回　まとめ「リスニング・テスト」



2019-SJ00009604-94フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) ESP-7」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEIC形式に慣れ、得点力アップを目指すとと
もに、英語総合運用能力の向上も目指す。新TOEICテストの問
題形式に対応した読解力を身につけることを主目的とするが、
毎回の授業で取り上げるテーマについても、演習問題やリスニ
ング演習などをすることにより、多角的に取り上げる。また、
この授業はウェブ教材を利用したCALL(Computer Assisted
Language Learning)の授業形態による活動も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICで目標の得点がとれるように英語の基礎力を身につけ
る。(技能)

②TOEIC形式の問題に戸惑わずに解答できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：日頃からたくさんの英語を目や耳にしておく。
事後学習：その週の内容を次の授業時間までに身につけてお
く。特に語彙を増やす努力をする。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価する。
TOEIC形式のテスト（30％）（到達目標①②）
授業貢献度・学習態度・レポートなど（70％）（到達目標
①②）

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しない。よって
再試験も実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Full Gear for The TOEIC L&R Test
[Author(s)] Mark D.Stafford et al.
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764740648
[Comments]前もって購入し、最初の授業の時に持参するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定せず、授業中に適宜紹介

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参（電子辞書は可だが、スマート
フォンを辞書代わりとすることは禁止）し、始業のチャイ
ムがなった時には着席しておくこと。また、授業中のス
マートフォンの使用禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. Events
3. Eating Out
4. Shopping
5. Office
6. Housing
7. Community
8. Facilities
9. Personnel
10. Meetings and Workshops
11. Transaction and Finance
12. Travel
13. Health
14. Review (1)
15. Review (2)



2019-SJ00009604-95フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) ESP-8」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、TOEICの受験対策を念頭に置きながら、英語能
力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読んで内容を把
握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基礎的な聞き
取り練習を実施することで話し手の意図を理解できるようにな
る（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で英語の基礎
となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICでよく使用される文法や語彙を理解できる。(知識・理
解)

TOEICの出題傾向を把握し、大量の問題を効率的に解く技能を
身に着ける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。(50分)
復習：前の授業で行った内容を復習し、小テストに備える。
(50分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テストを含む20%
リスニングテスト20%
定期試験40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] ESSENTIAL APPROACH FOR THE TOEIC® L&R
TEST ‒Revised Edition‒
[Author(s)] 大須賀　直子  / 塚野　壽一 / 山本　厚子 / Robert
VanBenthuysen
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 9784791971893

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Arts & Amusement
3. Lunch & Parties
4. Medicine & Health
5. Traffic & Travel
6. Ordering & Shipping
7. Factories & Production
8. Research & Development
9. Computers & Technology
10. Employment &Promotions
11. Advertisements & Personnel
12. Telephone & Messages
13. Banking & Finance
14. Office Work & Equipment
15. Housing & Properties



2019-SJ00009604-96フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) ESP-9」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、英語資格試験のうちTOEIC対策用の教材（400点
レベル）を使用し、実践的に問題を解いていくことでテスト構
成や形式に慣れるトレーニングを行います。言語の４技能は相
互に関連しているため、ListeningとReading能力はSpeakingと
Writingというアウトプット能力を磨くことで更に上達すると言
われています。
よって授業では、TOEICの試験対策だけでなく総合的な英語運
用力を養うことを目的とし、オンライン上利用可能なリーディ
ングおよびリスニング素材をふんだんに使用します。また、ペ
アやグループワークによる協働作業を多く取り入れ、適宜、発
表等のプロジェクトを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習  指定箇所（文章の一読、知らない単語の推測・辞書での
確認等)（30min)
復習  レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの学
習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30% （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R) TEST INTRO
/ 2nd Edition
[Author(s)] Mark D. Stafford
[Publisher] Kirihara Shoten
[ISBN] 978-4-342-55261-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ずウェブサイト上で確認の
上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1 Daily Life (Listening parts)
3: Unit 2 Places   (Reading parts)
4: Unit 3 People (Listening parts)
5: Unit 4 Travel  (Reading parts)
6: Unit 5 Business (Listening parts)
7: Review (U1-5) + Project 1
8: Unit 6 Office  (Reading parts)
9: Unit 7 Technology (Listening parts)
10: Unit 8 Personnel  (Reading parts)
11: Unit 9 Management (Listening parts)
12: Unit 10 Purchasing  (Reading parts)
13: Unit 11 Finances (Listening parts)
14: Review (U6-10) + Project 2
15: Overall review of the semester & term test



2019-SJ00009604-97フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) IA-8」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

スモール，リンドン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will practice writing and speaking English in a
natural style. Students will be able to speak simple English sentences
in a conversation style. The key points for speaking practice will be
pronunciation, stress of key words and intonation. Students will
become aware of differences between English and Japanese
vocabulary, pronunciation, meaning and grammar. Students will learn
about different types of communication problems. They will learn
how to give advice to avoid or solve these problems when they
communicate in English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will understand the importance of English pronunciation,
stress of key words and intonation in sentences.    (知識・理解)

2. Students will become more aware of different types of
communication problems.  (知識・理解)

3. Students will be able to give simple advice how to prevent or solve
common types of communication problems.(技能)

4. Students will understand differences between writing and speaking
styles in English.(知識・理解)

5. Students will develop their confidence to speak in English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review what they studied after each lesson (15
minutes). They should also complete any homework (45 minutes)
before the following lesson. Before each lesson, students should check
information about the next lesson's theme on the Internet (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
10% Translation of Japanese sentences into English conversation style
　(到達目標 4)
20% Writing homework for the speaking presentation　(到達目標2,
3, 4)
20% Picture card preparation and use for the speaking presentation　
(到達目標 2, 3)
20% Speaking presentation (到達目標 1, 5)
20% Loan words (gairaigo) vocabulary writing practice　(到達目標
2, 4)
10% Active participation in conversation and group speaking practice.
※ There is no score for attendance.
There is no end of term examination for this course during the official
examination period. 「定期試験なし」　There will also be no
reexamination 「再試験なし」.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course
because the teacher cannot evaluate their homework, or their efforts in
class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「なし」
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints in each lesson.
※ To pass this course, students:
1. should not be late or absent;
2. must actively participate in all class activities;
3. must complete homework on time;
4. must complete one speaking presentation.
The teacher’s office hour is: Tuesdays, period #2, 10:40‒12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. First time good and bad conversation questions.  Homework:
students must translate some Japanese sentences into an English
conversation style.
2. Study of some different types of cross-cultural communication
problems. Explanation of speaking presentation assessment.
Homework: writing about a cross-cultural communication
problem for the speaking presentation.
3. Study of advice to solve or avoid communication problems.
4. Study of some common loan words (gairaigo) used in
Japanese. English spelling, meaning and grammar of loan words.
5. Study of a cross-cultural communication problem that
happened at a barbecue.
6. Study of differences between English dictionary vocabulary
and English conversation vocabulary styles.
7. Study of differences between English translation of Japanese
sentences and English conversation styles. Students must hand in
the writing homework for the speaking presentation in this lesson.
Conversation style translation test. Homework: students must
complete writing about the topics “My Holiday” and “My
Hometown” for pronunciation practice in the next lesson.
8. Speaking practice of the homework writing topics.
Pronunciation, stress of key words and intonation practice.
9. Advice for making speaking presentation picture cards.
Students will begin to draw small size pictures for their speaking
presentation. Homework: students must finish drawing all small
size pictures for their speaking presentation.
10. Checking small pictures for the speaking presentation.
Homework: students must finish drawing all large size pictures
for their speaking presentation.
11. Checking large pictures for the speaking presentation.
Homework: students must practice their speaking presentation.
The focus is pronunciation, stress of key words, intonation,
gesture and timing for showing the large pictures.
12. Speaking presentations (about half of the students at random).
13. Speaking presentations (about half of the students at random).
14. General conversation review.
15. Review of key points about culture, speaking English and
communication problems.



2019-SJ00009604-98フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) IA-9」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class. There will be homework for students
to complete each week. Homework will include speaking practice and
review of lesson content. There will be three tests during the course.
There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English for at least 5
minutes by the end of the semester.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English（30　minutes). In
addition, students should review vocabulary which has been taught in
class (30 minutes). In addition, before each test, students should
review their homework and the content of the textbook (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Participation 25%
Homework 25%
In-class tests 35%
Final Speaking Assessment 15%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New English Upgrade 1 Student Book
[Author(s)]Steven Gershon and Chris Mares
[Publisher]Macmillan
[ISBN]9784777362097
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, a dictionary, paper and pen to every
class. You should check your class blog every week. The blog
address will be given at the beginning of the semester. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.

The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Introduction and course outline
Week 2 Recorded speaking 1
Week 3 Unit 1 Nice to meet you (Asking about names).
Homework 1
Week 4 Unit 2 Family feelings (Showing you are listening).
Homework 2
Week 5 Test 1. Unit 3 In the neighbourhood (Returning a
question). Homework 3
Week 6 Unit 4 My style, your style (Conversation opener and
showing agreement and conversation closer). Homework 4
Week 7 Unit 5. What’s your schedule? Homework 5.
Week 8. Test 2 Unit 6
Week 9 Unit 7 Past times, fast times (Asking for news).
Week 10 Unit 8 The things we eat (Responding to thanks).
Homework 6
Week 11 Unit 9 Getting away (Showing uncertainty).
Week 12 Test 3. Unit 10 The media and me (Asking for
permission). Homework 7
Week 13 Unit 11 Hopes and dreams (Saying goodbye).
Homework 8
Week 14 Unit 12 Review and final assessment
Week 15 Final assessment



2019-SJ00009604-99フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) IA-10」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will do listening and speaking activities to
improve their communication skills. Students will do many speaking
activities with their classmates in class. Students will have homework
at the end of each unit. Homework will include answering questions
and preparing a short talk to give in the next class. Students will give
their talks in week 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14. There will be 2
quizzes in the course and one final test. The first quiz will be in week
6, the second quiz in week 11, and the final test will be in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will be able to speak more smoothly.(技能)

2.　Students will be able to ask and answer questions about simple
topics.(技能)

3.　Students will understand short conversations.(知識・理解)

4.　Students will become more confident speaking about simple
topics.(態度・志向性)

5. Students will actively participate in speaking activities. (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on answering questions about the topic in the unit. (30 min) Students
must also prepare a short talk about the topic. (90 min) Students
should review the homework and content of the textbook before the
quizzes and final test. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening and writing activities in class: 30%
　(到達目標1, 2 ,3 , 4, 5)
Homework: 20% 　(到達目標 1, 2, 4, 5)
Quizzes: 20%　(到達目標 2)
Final Test: 30% 　(到達目標 2)

Students will lose participation points for being absent or late.
Students will lose participation points for not completing in-class
work.
Students will lose points if they are absent for quizzes and the final
test without an excused absence.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Out Front 6th Edition
[Author(s)]　Robert Diem & Roberto Rabbini
[Publisher]　English Education Press
[ISBN]　9784865390339
[Comments]　￥2,200

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Personal Information    Homework:Questions p.79,
prepare talk
2.Unit 2 Family and home    Homework:Questions p.80, prepare
talk
3.Unit 3 Hobbies and Preferences    Homework:Questions p.81,
prepare talk
4.Unit 4 Times and Dates    Homework:Questions p.82, prepare
talk
5.Review
6.Quiz Units 1-4, Unit 5 Shopping    Homework:Questions p.83,
prepare talk
7.Unit 6 Routines    Homework:Questions p.84, prepare talk
8.Unit 7 Vacation    Homework:Questions p.85, prepare talk
9.Unit 8 Help! I’m lost    Homework:Questions p.86, prepare
talk
10.Review
11.Quiz Units 5-8, Unit 9 Travel    Homework:Questions p.87
prepare talk
12.Unit 11 Eating Out    Homework:Questions p.89, prepare talk
13.Unit 12 Health    Homework:Questions p.90, prepare talk
14.Review
15.Final Test



2019-SJ00009604-A0フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) IA-11」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キンスラー，キース

◎－－－　概要　－－－◎

The course combines speaking and writing. Students will be required
to write simple sentences which reflect actual situational English,
thereby improving conversational ability. The basic concept of the
course is the logical development and presentation of ideas from the
written form to the spoken. Small group and pair practice will be
used.
　会話・作文の力を付けるコース。英会話表現にも応用できる
簡単な英文を作成し、英作文・英会話両方の力を伸ばす。書く
ことから話すことへ、考えを発展させ、発表していく力を付け
る。講義は小グループ活動・ペアワーク活動で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の文化や考え方を理解し、グローバルな発想ができるよ
うになる。
(知識・理解)

To answer and to ask questions about topics and situations.(技能)

日本語ではなく、英語で考えられるようになる。(態度・志向
性)

英語で簡単なコミュニケーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should read and prepare the　handouts provided  in
advance. All handouts must be kept and brought to each class.
Assignments must be finished and submitted by the due date.
予習：必ず授業前に単語を調べておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Students must participate satisfactorily in classroom activities. ・この
科目ではクラス活動、授業態度を重視し、積極的で主体的な授
業参加が望まれる。
There is continuous assessment of classroom activities and exercises.
授業活動、練習で継続的に評価を行っていく。

There is NO compulsory examination at the end of the semester.
However there is a final class quiz. 単位取得のための学期末試験
は行わないが、クラス独自の修了試験は行う予定である。

クラス活動 50%
小テスト　　 20%
復習試験　 30%
合計　 100%  (単位取得には60% が必要です)

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
Printed materials will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

The language of instruction will be English.　この授業は全て
英語で行われます。
Students are required to bring to each lesson: a notebook (or
paper), a dictionary, and a folder containing ALL printed
materials.
講義の際、毎回、必ず以下の物を持参すること。
ノート、辞書、配布された全てのプリントがファイルして
あるファイル
Please don't be late.
・遅刻をしないこと。
MOBILE TELEPHONES are not to be used in the classroom at
any time. They must be turned OFF and kept in bags, not in or on
desks.
・教室に入る前に携帯電話のスイッチを切っておくこと。
尚、携帯電話はカバンの中等にしまい、机の上に置かない
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Lesson　1  INTRODUCTION & SYLLABUS-CLASSROOM
ENGLISH

Lesson2  WHAT IS IT? ＋ PARSING（1）Lesson3  WHO IS
IT? ＋ PARSING（2）Lesson4  WHAT COLOR IS IT?-
APPEARANCE

Lesson5  WHAT IS IT LIKE?
Lesson6  WHAT TIME IS IT?＋NUMBERS(1）Lesson7  HOW
MUCH IS IT?＋NUMBERS（2）Lesson8  HOW MANY ARE
THERE?
Lesson9  HOW HIGH IS IT?
Lesson10  WHICH ONE?

Lesson11  WHERE IS IT?-DIRECTIONS

Lesson12  IS THERE A POST OFFICE NEAR HERE?

Lesson13  WHO DID IT?

Lesson14  WHY IS IT SO? QUIZ.
Lesson15 Review+Final Exam
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヒュー・Ｇ・Ｌ　タイラー

◎－－－　概要　－－－◎

The focus of this course is to give students the opportunity to develop
their English speaking and listening ability. However, students will be
expected to do some reading and writing. There will be a variety of
activities including. intonation exercises, non-verbal communication,
competitive activities, English rhythm patterns,  body language and
gesture. These activities are designed to encourage English
communication as you are able to practise communication in groups
with your friends.

◎－－－　到達目標　－－－◎

  1. It is important to be able to actively use the language.(知識・理
解)

 2. Focus on speaking and listening.(技能)

 3. Attend regularly and actively participate in classroom activities.(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the 'Preparation' activity at the start of each lesson
before they come to class. This will establish the theme of the next
lesson and introduce essential sentence patterns and vocabulary which
are necessary to do the active speaking and listening exercises. Time
required; 30-60minutes.
To review key elements of the lesson students may be set homework
or; a verbal quiz may be given at the start of the next lesson. Time
required; 30-60 minutes.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
Attainment targets 1,2,3, will be assessed as follows;
Attitude, Effort & Participation will account for 50% of your
assessment.
Each class accounts for 3% of the overall assessment. However, to
gain the full 3points a student must; 1) actively take part in the
preparation of a classroom activity, 2) interact in English with other
students in his/her group during the activity. The additional 5% will
be awarded for outstanding participation.
The remaining 50% will be decided by the students' performance in a
role play (30%) and a listening test (20%).
(Exams are not given during the Examination Weeks at the end of the
semester)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Speak to Me
[Author(s)]Huw Tyler
[Publisher]Self-published
[Price]¥1,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

No cell phones may be used during the class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation & Students Profiles
2. Me & My Class:  personal information
3. Family & Hometown:
4. How Are Yu? intonation
5. Manner: adverbs & body language
6. What Is It? possibility
7. Free Time: question formation, game
8. Tell Us About Japan: invitation role play
9. International Comparisons:number,
10. Nice or Nasty: advice & suggestions
11. Holiday Pics: talking about past events
12. Did You Hear? reported speech
13.  In order: 1st, 2nd 3rd. First, next, then
14.  Course Review
15.  Tests & Presentations



2019-SJ00009604-A2フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) IA-13」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop fluency with English expressions and patterns
of use that are important for everyday communication.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight Pre-Intermediate
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 9781785470301
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Unit 0. Looking over the course.
3. Unit 1. Describing schedules.
4. Unit 2. Describing daily routines.
5. Unit 3. Describing objects.
6. Unit 4. Talking about people.
7. Unit 5. Describing location.
8. Unit 6. Numbers, prices, and money.
9. Unit 7. Vacation plans.
10. Unit 8. Talking about weekend activities.
11. Unit 9. Giving directions.
12. Unit 10. Describing towns and cities.
13. Unit 11. Telling stories.
14. Review and practice test.
15. Review test (35%).
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、TOEIC L&Rの実践的な問題集（Step-Up Skills for the
TOEIC Listening and Reading Test: Level 1 Basic）を用い、標準的な
スコア（ 500点～）の獲得を図るものです。同時に、TOEIC S&W
で求められる、様々な場面に適した英語表現を習得するために、
スピーキングとライティングのアクティヴィティにも取り組み、
技術の向上を目指すものです。

・リスニング、リーディング
リスニングおよびリーディングの技術を向上させるために、教科
書の試験形式の問題に取り組み、ビジネスや日常生活における
様々な場面における描写、応答、説明に関する会話や英文に触れ
ていきます。様々な種類の英語に触れることで、英語で聞く力・
読む力を養成します。語彙および文法に関する小テストでは、英
文法の知識の改善を図ります。

・スピーキング、ライティング
英語でのコミュニケーション能力を向上させ、TOEIC S&Wにも
対応した英語力を身に付けるために、スピーキングとライティン
グのアクティヴィティにも取り組みます。
具体的には、5分程度で完結する、ある状況の描写や個人的な意
見の陳述、Eメール作成などの課題を、週毎に授業内で提示する
予定です。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの解法を理解することができる。(知識・理解)

②ビジネスや日常生活などそれぞれの場面で、英語を適切に使用
することができる。(技能)

③目標とするスコア（500点～）に到達することができる。(技能)

④自律的な英語学習者になれるように、自主的に英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：次のUnitのリーディングおよびリスニング（出版社の
ウェブサイトにて無料配布）の予習を行なってください。特に
"Photographs" と "Single Passages" の問題は、スピーキング、ライ
ティングのどちらでも表現できるように準備をしておいてくださ
い（45分）。

・復習：前回授業の復習を行ってください。特に小テストの対策
として、"Vocabulary" と "Incomplete Sentences" の確認は重点的に
行なってください（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績
評価します。

平常点40%（到達目標④）
スピーキング課題10%（到達目標②③）
定期試験50%（到達目標①②③）

遅刻をくりかえしたり、欠席が1/3を越えると平常点の評価が困難
になりますので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Step-Up Skills for the TOEIC Listening and Reading
Test: Level 1 Basic
[Author(s)] Yasuyuki Kitao et. al
[Publisher] Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15614-9
[Comments]1700円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業時にはテキストを購入し、持参しておくこと。
また、授業には必ず辞書（電子辞書可）を持ってくるこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 1 動詞（1）
3. Unit 2動詞（2）
4. Unit 3 動詞（3）
5. Unit 4 代名詞
6. Unit 5 不定詞と動名詞（1）
7. Unit 6  不定詞と動名詞（2）
8. ふりかえり
9. Unit 7 名詞・冠詞・数量詞（1）
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 8 名詞・冠詞・数量詞（2）
12. Unit 9 仮定法
13. Unit 10 分詞
14. Unit 11 関係詞
15. Unit 12 接続詞＋まとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICに頻出する問題の演習および解説を行
う。TOEIC形式の問題に慣れるとともに、頻出語彙の習得や文
法事項の復習も各ユニットで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC600点が取得できる程度の語句や文法事項を身につけ
る。(知識・理解)

②TOEIC600点が取得できる程度の英文を読み解く・聞き取る
ことができる。(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのWarm Upを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文や文法の理解力および英単
語の習得を評価する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Key to the TOEIC Listening and Reading Test
Goal 600
[Author(s)]Mark D. Stafford
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55263-2
[Comments]テキスト価格各￥1,800
テキストの買い間違いに注意。緑色の表紙。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 Daily Life　品詞の区別、広告
3 Unit2 Places　Eメール、カード・告知
4 Unit3 People　代名詞、テキストメッセージ・記事
5 Unit4 Travel　Eメール②、ウェブサイト
6 Unit5 Business　動詞の形、メモ
7 Unit6 Office　手紙
8 Unit7 Technology　レポート・テキストメッセージ
9 Unit8 Personnel　手紙②、記事②
10 Unit9 Management　接続詞、告知②
11 Unit10 Purchasing　Eメール③、広告②
12 Unit11 Finance　時制、広告③
13 Unit12 Media　手紙③、記事③
14 Unit13 Entertainment　前置詞、Eメール④
15 総括
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEIC形式に慣れ、得点力アップを目指すとと
もに、英語総合運用能力の向上も目指す。新TOEICテストの問
題形式に対応した読解力を身につけることを主目的とするが、
毎回の授業で取り上げるテーマについても、演習問題やリスニ
ング演習などをすることにより、多角的に取り上げる。また、
この授業はウェブ教材を利用したCALL(Computer Assisted
Language Learning)の授業形態による活動も行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICで目標の得点がとれるように英語の基礎力を身につけ
る。(技能)

②TOEIC形式の問題に戸惑わずに解答できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：日頃からたくさんの英語を目や耳にしておく。
事後学習：その週の内容を次の授業時間までに身につけてお
く。特に語彙を増やす努力をする。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価する。
TOEIC形式のテスト（30％）（到達目標①②）
授業貢献度・学習態度・レポートなど（70％）（到達目標
①②）

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しない。よって
再試験も実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Step-up Skills for the TOEIC Listening and Reading Test -
Intermediate-
[Author(s)]Yasuyuki Kitao et al.
[Publisher]Asahi Press
[ISBN]9784255155951
[Comments]前もって購入し、最初の授業の時に持参するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定せず、授業中に適宜紹介

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参（電子辞書は可だが、スマート
フォンを辞書代わりとすることは禁止）し、始業のチャイ
ムがなった時には着席しておくこと。また、授業中のス
マートフォンの使用禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. Travel
3. Entertainment
4. Socializing & Food
5. Sports & Health
6. Purchasing
7. Housing & Accommodations
8. Office Work (1)
9. Office Work (2)
10. Employment
11. Lecture & Presentations
12. Business Affairs (1)
13. Business Affairs (2)
14. Review (1)
15. Review (2)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

就職活動やビジネス社会において，TOEICのスコアがますます
重要視されている。そのTOEICの概要を把握する為に，各パー
トの出題形式およびその解答の方策を学ぶとともに，TOEIC
500点を突破できる英語力を身に付けることを目標とする。

TOEICでは「英語力」だけでなく「受験力」も試される。「受
験力」を身に付けずして，TOEICで高得点取得はなかなか難し
い。この授業では，TOEICではどのような英語力が試されてい
るのか，そしてその英語力を身に付けるにはどのようにアプ
ローチするのが良いのかという観点から，英語力と受験力の両
方をバランスよく身に付ける。

授業では，TOEICのパートごとにTest Taking Skillsと Language
Skillsを身に付けていく。特に日本語を母語とする学習者が誤
りをおかしやすいポイントは例を挙げて解説していく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICのスコアアップに必要な語彙・文法について知識がある
(知識・理解)

適切なストラテジーを用いて，Listening Section および Reading
Section の問題を解くことができる(技能)

自分の目標スコアに向けて，適切な学習ストラテジーを用いて
学習することができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外において，以下の活動を行う。
　・テキストの指定された箇所を学習する （30分）
　・e-learningの課題を各自で進める （30分）
　・授業で学習した箇所の復習を行う（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

1.　授業貢献度　10％
2.　e-learning の学習履歴　30％
3.　小テスト　20%
4.　まとめテスト　40％

2・3・4で，TOEICに必要な語彙，文法の知識および適切なス
トラテジーを用いて問題を解けるかについて評価する。また，
１・２で適切な学習ストラテジーを用いて学習しているかどう
かを評価する。

※このクラスは，定期試験期間中の試験を実施いたしません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Mastery Drills for the TOEIC L&R Test: All in One
[Author(s)]　早川幸治
[Publisher]　桐原書店
[ISBN]　978-4-342-55015-7
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　Unit 1：人物の動作と状態，表・用紙
第3回　Unit 2：疑問詞を使った疑問分，広告
第4回　Unit 3：日常場面での会話，品詞
第5回　Unit 4：アナウンス･ツアー，動詞
第6回　Unit 5：動詞
第7回　Unit 6：基本構文と応答の決まり文句，手紙・E
メール
第8回　Unit 7：電話での会話，代名詞・関係代名詞
第9回　Unit 8：ラジオ放送・宣伝
第10回　Unit 9：Yes/No疑問文，ダブルパッセージ
第11回　Unit 10：オフィスでの会話①，Part 5の復習
第12回　Unit 11：留守番電話，トリプルパッセージ
第13回　Unit 12：オフィスでの会話②，Part 7の復習
第14回　Unit 13：時制・代名詞・語彙の問題，Part 1とPart
2の復習
第15回　まとめ
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武田　桂依

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは検定対策英語の受験、特に社会的ニーズ性の高
いTOEIC®試験のスコアアップを念頭に、実践的なトレーニン
グと、TOEIC®テストを攻略するための基礎体力を徹底養成す
ることを目的に作成された教材を中心に学習していきます。
TOEIC®の全７パートの出題形式を踏まえたうえで、学生個人
に必要なもの(語彙、文法、出題される状況の背景など)を把握
し、弱点を補いながら、学期を通して、TOEIC®の新形式対応
した教材を使って指導していきます。
また、学期内で2度のユニットテストを実施することで、学生
の授業内容の把握度を確認していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC®の英語の速度やリズムに慣れ、また、４つの異なる話
者のアクセントを聞き取ることができるようになること。(技
能)

各パーツの出題形式を理解し、対応できようになること。ま
た、英文を正確かつ早く理解できるように、速読力を身に付け
ること。(技能)

英文を読む力を伸ばすのに必要な語彙をテーマごとに増加する
こと。(知識・理解)

クラスを通してTOEIC®の攻略方法をしっかりと身につけ、学
生個人が自主的に学習に取り組むことができるようになるこ
と。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の週で学習するUnitの単語を調べ、リスニングとスク
リプト補充問題を事前に解いてくること。
復習：学習したUnitを見直し、特に自分が間違った問題を再度
やり直すことなどの自主的学習をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
＊平常点：30％（学習状況、復習テスト、課題提出など）
＊ユニットテスト(1)35％ (英語の聞き取り力、語彙や読解の理
解度)
＊ユニットテスト(2)35％ (英語の聞き取り力、語彙や読解の理
解度)

このクラスでは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Essential Approach For The TOEIC® L&R Test -Revised
Edition- "The TOEIC® L&R Test　へのニューアプローチ -改
訂版- "
[Author(s)]Naoko Osuka, Hisakazu Tsukano, Atsuko Yamamoto,
Robert Van Benthuysen
[Publisher]Seibido
[ISBN]9784791971893
[Comments]2019年版　テキスト価額￥2.000(税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*毎回、前の週の復習テストがあるので、必ず前回の学習し
た内容を復習してくること。
*毎回、必ず辞書持参で授業に出席すること。
*課題が与えられた場合は次の週に課題を提出すること。
*欠席が度重なると、単位取得が難しくなる場合があるた
め、欠席する場合は必ず事前に報告すること。
*理由なしの欠席、遅刻によるテストの実施はしません。
*必ずしもシラバス通りに進まない場合があります。
*質問や連絡事項は必ず　kayeish@icloud.com　までメールを
するようにお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction：受講上の注意、進み方、課題や評価方法など
の説明。TOEIC® L&R のプレスメント・テストを実施しま
す。(２回以降は、下記の通りテキストに沿って各テーマに
ついて学習します。)
2. Unit 2: Lunch & Party  (学習内容：食事関連の語句や表現、
形容詞と冠詞)
3. Unit 3: Medicine & Health
(学習内容：医療と健康関連の語句や表現、副詞)
4. Unit 4: Traffic & Travel (学習内容：
交通関連の語彙や会話、比較)
5. Unit 5: Ordering & Shipping (学習内容：注文と運送関する
語句や表現、動詞と時制)
6. Unit 6: Factories & Production (学習
内容：工場と製造に関連する語句や表現、
数字/未来表現)
7.　Unit 8: Computer & Technology (学習
内容：科学技術に関連する語句や表現、
能動態/受動態)
8. ユニットテスト (1)
9.　Unit 9: Employment & Promotions (学習内容：雇用と昇進
に関連する語句や表現、不定詞/動名詞)
10.　Unit 10: Advertisements & Perosonnel (学習内容：宣伝と
人事に関連する
語句や表現、分詞)
11.　Unit 11: Telephone & Messages (学習内容：電話や留守電
に関連する語句や表現、助動詞)
12. Unit 12: Banking & Finance (学習内容：銀行業務と財務に
関連する語句や表現、接続詞)
13. Unit 13: Office Work & Equipment
(学習内容：オフィス業務に関連する語句や表現、
関係代名詞/関係副詞)
14. Unit 15: Business & Management (学習
内容：ビジネスと経営に関連する語句や表現、
条件文)
15 ユニットテスト(2)
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ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎－－－　概要　－－－◎

In this class we will communicate in English through dialogues,
conversations, games, speeches, and so on.  Although we will mostly
speak English, we will also read and write it, because all these skills
are connected.  We will work in pairs and in small and large groups.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) This class should improve your English skills.(技能)

(2) This class should improve your English motivation and
enjoyment.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Seven times you will have homework that should take about 30
minutes to prepare: handouts (プリント) to read, short conversations
to learn, or short reports to write. You will spend at least two hours
per week of review outside class time.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

25% homework: to evaluate goal (1) 技能

25% tests: to evaluate goal (1) 技能

25% discussion: to evaluate goals (1) 技能 and (2) 態度・志向性

25% participation & motivation: to evaluate goals (1) 技能 and (2) 態
度・志向性
 
※There is no end of term examination (teikishiken) for this course
during the official examination period. There will be no re-
examination (saishiken).

※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the class
because the teacher cannot evaluate their homework, tests, discussion,
or participation and motivation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
We will use handouts (プリント) in class.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There is no textbook for this course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：　Introduction
第２回：　Surveys
第３回：　Survey Reports: First Groups
第４回：　Survey Reports: Second Groups
第５回：　Survey Reports: Third Groups
第６回：　Asking about Another Person
第７回：　Pronunciation Practice
第８回：　Communication Games
第９回：　 Asking Favors
第１０回：　 Borrowing and Lending
第１１回：　 Numbers Practice
第１２回：　 Twenty-One Questions
第１３回：　Newspaper Comics: Introduction
第１４回：　Newspaper Comics: Expressions
第１５回：　Free Conversation Topics
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オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience and understand how to explain their ideas in
detail.(知識・理解)

Students will gain the ability to speak in front of others.(技能)

Students will be taught to understand the differences of Japanese
versus native English speaking styles. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units.Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1 (2nd edition)
[Author(s)]Steven Gershon
[Publisher]Cambridge University Press
[ISBN]　978-1107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Understanding Presentations
2. Interviewing
3. Interviewing (continued)/Describing places
4. Describing places (continued) / Presentation preparation
5. Presentations
6. Describing things
7.  Describing things (continued) / Presentation preparation
8.  Presentation
9.  Memories
10. Memories (continued) / Presentation preparation
11. Presentations
12. Process explanation
13. Process explanation (continued) / Presentation preparation
14. Final presentation preparation
15. Final presentation
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ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will study how to develop their presentation skills. There
will be homework each week. Homework will include review of
lesson content, speaking English and listening to English. In most
classes, there will be short unit tests to assess what students have
learned. There will be two main tests in class during the course: a 中
間 presentation in week 8 and a final presentation in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to give a short presentation in English.(技能)

2. Students will increase the vocabulary necessary to talk about
everyday experiences.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to improve their
study skills.
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on speaking English and listening to English (60 min). Students
should review the content of the textbook and vocabulary which has
been taught in class (60 min). In addition, students should prepare for
unit tests, their 中間 presentation in week 8 and final presentation in
week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2 & 3)
20% Unit Tests (到達目標1, 2 & 3)
25% 中間 Presentation (到達目標1, 2 & 3)
25% Final Presentation (in class) (到達目標1, 2 & 3)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, unit tests, 中間
presentation and final presentation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Impact Issues 1 (Third Edition)
[Author(s)] Richard Day, Joseph Shaules & Junko Yamanaka
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9789813134379
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should check the class blog every week. The blog
address will be given in the first class.
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class.
Please write your name, student number and class on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: Introduction and Course Outline
2. Unit 1 The Guy with Green Hair
3. Unit 2 The Shoplifter
4. Unit 3 I’m not Addicted!
5. Unit 7 Family Values
6. Unit 9 A Visit to Grandma
7. Unit 11 Pet Peeve/Prepare for 中間 Presentation
8. 中間 Presentation (25%)
9. Unit 12 Close Your Eyes and See
10. Unit 13 Protecting Our Environment
11. Unit 15 To Tell or Not to Tell
12. Unit 19 Cloning Cyndi
13. Unit 20 Why Learn English?
14. Prepare for Final Presentation
15. Final Presentation (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio & video
(english.com/activate)
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マキネス，スコット

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their English listening and
speaking skills.

One unit from the textbook will be studied every week.

Every week students will focus on one topic from the textbook. In
small groups, students will read and practice various simple English
conversations with each other. Students will then be encouraged to
expand the conversations into more detail, and if possible shift the
conversation into other related areas.

Homework will consist mainly of learning new vocabulary words, and
using them effectively in a variety of situations. Homework will be
checked often.　

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will improve their English communication skills.(技能)

Students will gain more confidence in using English in everyday
situations.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete the assigned homework each week, and
review the upcoming units in the textbook before class.
This should only take between 30 minutes to an hour every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

Participation ‒ 60%
In-class Quizzes ‒ 20%
Final Test ‒ 20%

There will be a mini-quiz at the beginning of every other class. Each
quiz will include previously learned vocabulary and idioms.
Completing all of the assignments, as well as regularly attending class
will be necessary to do well on the quizzes.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]1.Passport Plus 2.A Shorter Course in Everyday
Vocabulary Quizzes
[Author(s)]　1.Buckingham, A./Whitney, N. 2. Sato, S.
[Publisher] 1.Oxford　2. Nan'undo
[ISBN]1.978-0-19-457397-9 2.978-4-52-317668-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary, clear file, B5
notebook, and writing materials to every class. Students must not
forget these items, sleep in class, or be more than ten minutes
late. Students should email the teacher if they will be absent two
or more times.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. People
3. Friendship/quiz
4. Education
5. Food
6. Fun/homework check/quiz
7. Home
8. Weather
9. Health/quiz
10. Cities
11. Milestones
12. Overseas/homework check/quiz
13. Communicating Effectively
14. Overcoming Problems/quiz
15. Final Test
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ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will be given a new understanding of English grammar, with the goal
of using it for speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will be
vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参加
できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事が
できるようになります。(技能)

3. 生徒は英会話を構築し、理解するために文章の一部を素早く分析でき
るようになります。(知識・理解)

4. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

5. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英語
の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

6. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理解
します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes).
Students must have a dictionary or dictionary application and must use it during
class. A word list will be published on the teacher’s website. Vocabulary
knowledge will be tested four times during the course, so students will need to
learn and review vocabulary (30 minutes).
Students should look ahead at the coming week’s textbook chapter to check
for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

Participation: 50% (到達目標1, 2, 5, 6)
Extended Conversation Assessments: 20% (到達目標1, 2, 5, 6)
Vocabulary Building: 20% (到達目標4)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 5, 6)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Students who don’t communicate in English,
interact in English, or participate in using English will receive very low
participation points and may not achieve a passing score.

There are no points for attendance. However, students who are absent too often
will achieve a low participation score, and will be very unlikely to achieve a
passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Control Words (5th edition, 2019)
[Author(s)] Steve Paton
[Publisher] self-published
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Controlling English I
3- Controlling English II
4- Vocabulary Building. Learning about memory strategies and
vocabulary learning strategies.
5 - “Do you? Are you?” Talking about yourself using ‘am’,
‘are’, ‘is’, ‘do’ and ‘does’. Participation scoring
will begin. Vocabulary List 1 will be published.
6- “Did you? Were you?” Talking about the past using
‘did’, ‘was’, and ‘were’. Vocabulary Test 1
7- “Where? When? 1” Discussing locations and times.
Introduction to ‘preposition/noun’
8- “Where? When? 2” Discussing locations and times using
‘preposition/noun’. Vocabulary List 2 will be published.
9- “Have you ever?” Discussing experiences using ‘have’
and ‘has’. Vocabulary Test 2
10-“Can you? Could you?” Discussing possibilities using
‘can’ and ‘could’.
11- “Do you have to?” Discussing ideals and rules using
‘do’, ‘does’, ‘did’, and ‘should’. Vocabulary List 3
will be published.
12- “Are you going to?” Talking about future plans and
predictions using ‘will’, ‘be going to’, and ‘be -ing’.
Vocabulary Test 3. Extended Conversation Assessment 1.
13- “If and When?” Discussing situations. Extended
Conversation Assessment 2.
14- “Tell us a story” Telling stories using situation and event
grammar. Extended Conversation Assessment 3. Vocabulary List
4 will be published.
15- Review and catch-up week. Vocabulary Test 4. Extended
Conversation Assessment 4.



2019-SJ00009604-B3フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TA,TL,TK) IA-14」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハラン，トーマス

◎－－－　概要　－－－◎

Each lesson will aim to develop meaningful communication in
English and to focus on developing listening and reading skills. There
will be a 10 point quiz after each unit.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The goal of this course is to develop learners’ ability to
communicate in English.
　(技能)

Students　should also be able to understand basic English
conversations by the end of the course. (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students with be given short reading assignments related to each unit.
Students should spend at least one hour per week on homework.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly Quizzes 50%
ListeningTest 50%
There will be no EXAM during the test period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Basic Tactics for Listening
[Author(s)]Jack C. Richards
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]978-0-19-401384-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Do not be late for class

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Restaurants: talking about a meal ‒ listening for gist
Week 2: Small talk: greetings meeting people ‒ Wh-questions
Week 3: Vacations: listening for details and understanding
attitudes
Week 4: Apartment living: contractions and describing details
Week 5: Hopes: talking about plans - reductions of want and
going
Week 6: The weather: weather reports and making predications
Week 7: Shopping: stores and salespeople ‒ making predictions
Week 8: Describing things: describing lost items
Week 9: Directions: streets and places ‒ asking for directions
Week 10: People we know: describing people ‒ listening for
similarities
Week 11: Places: cities and countries ‒ listening for preferences
Week 12: Health: illnesses - listening for advice
Week 13: Practice Test
Week 14: Short presentations
Week 15:  Listening test



2019-SJ00009604-B4フレッシュマン・イングリッシュⅣ「T(TA,TL,TK) IA-15」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

トンプソン，アンドリュー

◎－－－　概要　－－－◎

In this Interactive English (IA) course, students will be able to develop
their speaking, listening, reading and writing skills. All students will
be encouraged to actively participate in speaking and writing activities
that are designed to build English language confidence.

This course will help prepare students for future situations where
English speaking, listening, reading and writing is required, such as
school, work, leisure, and travel. The overall objective of this course is
to build English language confidence describing routines, experiences,
past events, future plans, and preferences.

◎－－－　到達目標　－－－◎

A. To increase sociolinguistic knowledge (vocabulary, and
grammar).(知識・理解)

B. To develop four skills (speaking, listening, writing, and
reading).(技能)

C. To build confidence when actively engaging with people from
different cultural backgrounds.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should complete assigned homework each week, which
includes preparing and reviewing the weekly lesson theme,
vocabulary, grammar, reading and writing tasks (approximately 30
minutes/week). Students who are not prepared will be given no points.

Weekly lesson preparation and review will be especially required for
the Writing Journals and Presentations (approximately 30 minutes/
week). Students will be required to keep a weekly Writing Journal
designed to improve their ability to clearly structure and share their
experiences on everyday topics. Students will also be required to
prepare three Presentations designed to improve their ability to clearly
structure and share their experiences and preferences (approximately 2
hours/presentation).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

This course will be evaluated based on the degree of accomplishment
of reaching each goal according to the following.

Class Participation: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Textbook Quiz: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Journal Writing: 20 points maximum (A/B will be evaluated)
Journal Presentations: 30 points maximum (Week 5 Presentation: 5
points, Week 10 Presentation: 10 points, Week 15 Presentation: 15
points maximum) (A/B/C will be evaluated)
Semester Mid and Final Assessment: 10 points maximum (A/B/C will
be evaluated)

PLEASE NOTE: There is no end of term examination (teiki shiken)
during the official examination period. There will also be no
reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential English Communication - Student Book 2
[Author (s)] Andrew Thompson
[Publisher] THINK ELT JAPAN
[ISBN] 978-1548265670
[Comments] Textbook RRP: ¥ 2, 250 (Available from Kinbun
Bookstore)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students will review assigned homework from the previous
lesson at the beginning of each lesson. Students who are late
more than 20 minutes or are absent from lessons may lose points.
Furthermore, students who are absent for more than 5 lessons
may fail the course.

Students who do not complete assigned homework, Writing
Journal or are absent for Textbook Quizzes and Presentations
will be given no points. Furthermore, students who copy or cheat
will be given no points.

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to each lesson.

Students can contact the teacher by sending an online message at
http://www.eltjapan.com/connect.html

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Overview of course textbook “Essential English
Communication”, teacher and student introductions,
explanation of class expectations: attendance, grading, lesson
structure and materials. Start Textbook Unit 1.
2. Review of class rules and expectations, introduction to
Class Presentations and Writing Journal structure/expectations.
Start Textbook Unit 2.
3. Textbook Unit 3, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
4. Textbook Unit 4, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
5. Week 5 Presentation (5%).
6. Textbook Unit 5, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
7. Textbook Unit 6, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
8. Textbook Quiz (10%), Week 10 Presentation Review and
Preparation.
9. Textbook Unit 9, Communication Skills practice, Writing
Journal introduction, Homework assigned.
10. Week 10 Presentation (10%).
11. Textbook Unit 10, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
12. Textbook Unit 11, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
13. Textbook Unit 12, Communication Skills practice,
Writing Journal introduction, Homework assigned.
14. Textbook Quiz (10%), Week 15 Presentation Review
and Preparation.
15. Week 15 Presentation (15%).



2019-SJ00009611-78インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

高木　仁美

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、科学のいろいろな側面、すなわち、生物・健
康・技術・宇宙・数字を扱った英文読んで、その基礎部分、さ
らにそのほかの興味深い内容から、読解力を伸ばし、練習問題
を通して、英語の発信力を高めていくことを目指します。授業
では、上記の部門から、それぞれ1つづ読み進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

リーディングを通して、内容の理解力が伸びた(知識・理解)

練習問題をやって、自分の知識をより確実にできた(知識・理
解)

各ジャンルの専門的な知識や言葉などを身につけた(技能)

自分の専門分野の英文などを積極的に読むようになった(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習:授業箇所は必ず目を通し、わからない単語や表現を
チェックしましょう。練習問題もまず自分でやっておくこと。
(90分)

復習：授業でやったところは読み直し、不明な点が残らないよ
うにすること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験70％、平常点30％で評価します。
定期試験では、授業で読んだ内容や、練習問題がきちんと理解
できているかを見ます。
平常点は、授業態度や授業への取り組み(和訳の発表、練習問
題の解答など)見ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Science Explorer
[Author(s)]T. Ishii, M. Iwata, Y. Matsumura, O. Yamaguchi, J.
Ciunci
[Publisher]Seibido
[ISBN]9784791971831
[Comments]価格1900円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業に入る前に、出席のチェックをします。
授業には辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わ
りに使うことは認めません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. General Information: 授業の全体的な説明、および簡単な
単語テスト
2. Unit 1: Is Red a Stimulating Color? (牛は赤い色に興奮しな
い？)
3. Unit 5: Can Eyesight Be Improved While We Sleep? (目の悪
さは寝て治せるか？)
4. Unit 9: Future Use of Computers (コンピューターを再認識
する)
5. Unit 13: Will wSpace Exploration Unlock the Secrets of the
Universe? (太陽系に生命体は存在するのか？)
6. Unit 17: How to Use Numbers in Japanese (零とゼロの使い
方の違い)
7. Unit 2: Why Are Giant Pandas Black and White? (パンダの
白黒は竹を食べることと関係がる？)
8. Unit 6: Wxcessive Intake of Vitamin C Leads to Diarrhea (ビ
タミンＣのとりすぎに注意)
9. Unit 10: Ice, Pet Cats, and Microwave Ovens (氷を電子レン
ジに入れたらどうなる？）
10. Unit 14: Twinle, Twinkle Little Star-How I Wonder How
Bright You Are!
(星の明るさを測る方法は？)
11. Unit 18: Japan is Not a Small Country! (日本は大きな国で
ある！)
12. Unit 3: Secrets of Primates' Forward-facing Eyes (霊長類の
み目が前についている本当の理由)
13. Unit 7: Mechanism of Sugar Addiction and How to Break It
(人が甘い物を求めるのは自然なこと？)
14. Unit 11: The Unknown Effects of Tatami (畳のすごさを知
る)
15. 前期のまとめと試験について



2019-SJ00009611-79インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

永末　康介

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、さまざまな分野の英文記事を通してリーディング
とライティングの力を養う。リーディングの学習では、英文記
事の精読に加え、英文多読を適宜交えて、読解力を伸ばす。ラ
イティング学習では、英文記事に出てきた重要表現などを使い
こなす練習を行うなどして、基本的な表現力を伸ばす。
授業では、小テスト[事前に指定された英文記事の内容が中心
となる]を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①さ ま ざ ま な 分 野 の 英 文 を 通 し て 、英文を 読 む 力 や
書く 力 を伸ばす 。(技能)

②英語の基本構造を理解しながら、英語を書く力を伸ばす。
(技能)

③自律的な学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこ
とができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：授業で扱う英文記事について、全体的な理解ができ
るようにしておく。必要に応じて、関連する内容についても自
主的に調べたり考えたりしておく。（60分）

事後学習：授業時に扱った英文記事について、全体的な意味を
確認しながら音読する。加えて、英文記事に出てきた重要表現
などを使って、自分の考えを英語で表現できるようにしてお
く。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により評価します。
・定期試験：30%（到達目標①②）
・平常点（学習状況、課題提出、小テストなど）：70%（到達
目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に無し

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業に必ず出席すること。
毎回辞書を持参すること。
授業中のマナーを守ること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 自分の好きな仕事①
3. 自分の好きな仕事②
4. 成功の秘訣
5. 人生のデザイン①
6. 人生のデザイン②
7. 英語とのつきあい方
8. 少子高齢化①
9. 少子高齢化②
10. Internet of things①
11. Internet of things②
12. メディア・リテラシー①
13. メディア・リテラシー②
14. これからの教育
15. まとめ



2019-SJ00009611-80インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) R&W-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

服部　八重

◎－－－　概要　－－－◎

　二年次前期ＩＥのリーデイング＆ライテイングクラスとして、
ワールドニュース満載のテキストから記事を聞き取りながら、読み
こなし、内容を理解する読解と、そのニュースの要約を書く演習形
式の授業です。

　ニュース記事の読解では、正確になるべく速く読めるよう訓練
し、意見や感想を出し合いながら、クラスにおける多様な考えに触
れて、英語で考える力をつけることを目指します。

　ライテイングでわ記事の要約に始まり、自らの考えや感想、さら
に発展して、そのトピックに関連した、また別のニュースやテーマ
を書いて表現し、クラスではその口頭発表を行います。

　このようにして、読む、書く、に重点を置く総合的な4技能を強
化します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

時事英語の内容を読み取り、聞き取ることが出来ます(知識・理解)

時事英語の内容を要約する英文を書き、それから発展的に書く表現
が進みます(知識・理解)

時事英語の重要語彙や多彩な表現、修辞法など英文のエッセンスを
知ることが出来ます(技能)

英語によるニュースに触れ、グローバルな視点が身につきます(技
能)

クラスで意見や感想を、原稿をもとにして発表していくので、共に
学ぶという姿勢が育ちます(態度・志向性)

クラスの優秀な学生とその考えや態度によい影響を受けつつ切磋琢
磨する学習態度と、アカデミックな関心が深まっていきます(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習として各ユニットをダウンロードにより聞き取りと読解を取
り組んでくる　（60分）

　予習として、各ニュースのサマリーを書いて来る（30分）

　復習として、自分の考えや感想を英語で記し、持参する（30分）

復習として、学びの展開のため、そのニュースに類似の事例や、対
照的な出来事、自身の体験や知識を以てそのニュースをコメントす
る作業（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

　定期試験　５０％

　ライテイングの提出物（5段階で評価します）とそれを基にした
口頭発表、チームでの発表活動等（４０％）

　平常点１０％（平常のクラス活動、宿題の取り組み、発表や受講
態度等）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] CNN Student News for Reading & Writing

[Author(s)] Sekido, Arnold, Ikeda and Kogure
[Publisher] Asahi Press, 2019
[ISBN] 978-4-255-15634-7
[Comments] 1800yen  plus tax

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　規定に従って慎重に、スムーズに登録し、早めの教科書
購入により、全体をサッと読んで目を通しておきましょ
う。遅刻欠席が無いようにベストを尽くして授業に臨みま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の進め方等の説明と学生の英語による自己紹介他己
紹介
2.　Unit 1 Can Babies Choose Between Good and Bad?
3. Unit 2 Half-Empty or Half-Full?
4. Unit 3 How to Pass a Test
5. Unit 4 Soccer Brain Study
6. Unit 5 Google Glass for Firefighters
7. Unit 6 Women on Submarine
8. Unit 7 iPhone Musician
9. Unit 8 Bringing People Back to Baseball
10.Unit 9 Smell of Success
11.Unit 10 Octocopter
12.Unit 11 Staying Safe Online
13.Unit 12 Air Pollution in Asian Countries
14.Unit 13, 14 Protecting Michelangelo's Paintings & Choosing
Jury
15.Unit 15 Light Pollution



2019-SJ00009611-81インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

高瀬　和子

◎－－－　概要　－－－◎

企業がグローバル化していく中で、企業の中には、コミュニケーションに
必要な英語能力を測定する基準としてTOEICテストのスコアを用いるとこ
ろが多くなっているようです。
この講義では、TOEIC L&R Test の問題形式や解き方に慣れると同時にス
コアアップを目指してテスト対策をしながら、英語力をつけます。また、
各トピックでよく用いられる語彙や、その語彙がどのような状況で使われ
るかといった背景知識もあわせて学びます。テキストの問題を解きなが
ら、実際にビジネスの場面や日常生活で使える英語を習得します。
テキストは、各ユニットが実際のテストに近い形式で、リスニング・セク
ションとリーディング・セクションで構成されています。
各ユニットは次のように進めます。
【Warm-up】・ Check Your Vocabulary! : 単語とその意味の問題を解きま
す。単語がヒントになったり、単語を知らなければ解けない問題もあるの
で、ここで英語の語彙力を増強します。
・Word Association : 日本語に対応する英語表現を学びます。声に出して正
しく言えるように練習します。
【Listening Section】 ・Part 1～Part 4 のリスニング問題を解きます。リス
ニング力を強化するために、ディクテーションやシャドーイングの練習を
します。
【Reading Section】・Part5～Part 7 短文穴埋め問題を説き、文法事項を確
認します。
・Part6～Part 7長文穴埋め問題、長文読解の問題を解きます。広告やＥ
メール、手紙、告知などいろいろな文に接して、早く解答できるように必
要な情報を素早く見つける練習をし、その後精読して内容を正しく理解し
ます。
【Self-Study Quizzes】各ユニットの最後で、リスニングテスト に挑戦しま
す。学習したことを生かして前回のテストよりも得点アップを目指しま
す。
〇全講義中、２回リスニングテストを受けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①「生の英語」の速度やリズムに慣れ、大体聞き取ることができる。(技
能)

②英語の短い表現を正しく声に出して言うことができる。(態度・志向性)

③日常生活や職場、TOEIC受験に必要な英語の語彙力を身に付ける。(知
識・理解)

④コミュニケーションや文書を読む為に必要な英文法を身に付ける。(知
識・理解)

⑤Eメールや告知などの英語の文書を読んで理解することができる(知識・
理解)

⑥英文に対する質問の答えを素早く見つけ出すことができる。(技能)

⑦自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むことがで
きるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回でするユニットのWarm-upを5分以内で実際のテストのように
解答する。辞書で調べてみる。(30分)
復習：学習したユニットの語彙、音声ダウンロードを使って、スクリプト
のリスニングや音読、Reading パートの英文を音読する。(20分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・平常点１５％（到達目標②⑦）
・毎回の小テスト１５％（到達目標①②③）
・リスニングテスト：２０％（到達目標①）
・定期試験：５０％（到達目標③④⑤⑥）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Keys to THE TOEIC Listening and Reading
Test GOAL →　５００  4th Edition
[Author(s)]Mark. D. Stafford
[Publisher] Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55262-5
[Comments]テキスト1800円税別

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業の始めと終わり頃に約10分近くテスト形式になる。
・辞書を必ず持参して、わからない時は調べる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction: 授業の進め方、予習・復習、出欠評価、成績
評価基準および方法などについての説明を受ける。
Unit 1: Daily LifeーWarm-Up, Listening Part 1, Part 2
2.Unit 1: Daily Life -- Listening, Reading：品詞の区別、広告
   Unit 2: Places -- Listening, Reading : 手紙、カード
3. Unit 3: People--Listening, Reading : 代名詞、Ｅメール
　 Unit 4:  Travel--Listening
4. Unit 4:  Reading : Ｅメール、広告・告知
   Unit 5: Business--Listening
5. Unit 5: Reading : 動詞の形、メモ・Ｅメール
   Unit 6: Office--Listening. Reading : 手紙、テキストメッ
セージ・手紙
6. Unit 7: Technology -- Listening, Reading: 語い、Ｅメール・
ウェブサイト
   リスニングテスト
7. Unit 8: Personnel -- Listening, Reading : 手紙、記事
8. Unit 9: Management -- Listening, Reading : 接続詞、告知・
テキストメッセージ
9. Unit 10: Purchasing-- Listening, Reading: 告知、手紙・レ
シート・Ｅメール
10. Unit 11: Finances -- Listening, 時制、Ｅメール・レポート
11. Unit 12: Media -- Listening, Reading: Ｅメール・記事
12. Unit 13: Entertainment -- Listening, Reading : 前置詞、Ｅ
メール
13.Unit 14: Health -- Listening, Reading : Ｅメール、
ＦＡＸ文書
14. Unit 15: Restaurants -- Listening, Reading: 熟語、用紙・Ｅ
メール・ウェブサイト
15. リスニングテスト
    まとめ



2019-SJ00009611-82インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

島居　佳江

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの受験を念頭に、実践的なトレーニングを中心とした指
導を行います。単なる受験テクニック（test-taking skills）のみ
ならず、アクティブラーニングを通して、リスニング、リー
ディングそして英文法、語彙のバランスのとれた総合的な英語
力を強化します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙力を身につける(知識・理解)

基本的な文法事項を理解できる(知識・理解)

グループワークで能動的に参加できる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
単語テストの準備
授業予定の問題をやっておく
復習
予想練習問題に取り組む

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

積極的な授業参加：30%
単語テスト：30%
定期試験：40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  GREEN LIGHT FOR THE TOEIC TEST
[Author(s)]  Maiko Tsuchiya, Yoshie Shimai
[Publisher]  CENGAGE
[ISBN]  9784863122789
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中古のテキスト（他人の回答入り）の使用は認められませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction, 2週目より毎週単語テスト
2. Daily Life, Pre-test
3. Health
4. Education
5. Travel
6. Transportation
7. Shopping
8. Restaurant
9. Entertainment
10. Trouble
11. Office 1
12. Office 2
13. News
14. Post-test
15. Ads



2019-SJ00009611-83インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

安浪　誠祐

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語資格検定試験（外部テスト）
のうち特に社会的ニーズが高いと思われるTOEICの受験を念頭
に、実践的なトレーニングを中心とした指導を行います。ただ
単に受験のテクニック（task-taking skills）のみならず、トレー
ニングを通してリスニングとリーディング、それに英文法のバ
ランスの取れた総合的な英語力を強化します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙やその語の英文中での機能を理解することができ
る。(知識・理解)

TOEIC(R)テスト受験の準備として、TOEIC(R)テストがどのよ
うなものであるかを知ることができる。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教科書を予習して授業に臨み、授業後は復習をして、学んだ
ことを定着させること。（45分）
・「音声ファイルをダウンロード」からダウンロードした音声
を何度も繰り返し聞いて、英語のリズムに慣れること。（45
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
①評価基準
　教科書の理解度がどの程度なのかを評価の基準とする。
②評価方法　
　・定期試験: 50％（到達目標①②）
　・小テスト: 40％（到達目標①②③）
　・平常点: 10%（到達目標③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Next Step to the TOEIC(R) Test　TOEIC(R)テスト：
さらなる一歩
[Author(s)]　安浪誠祐・Richard S. Lavin
[Publisher]　朝日出版社
[ISBN]　978-4-255-15582-1
[Comments]　テキスト価格　2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、前の週の復習小テストがあるので、必ず前回の
レッスンの復習をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回: 授業ガイダンス
第2回: UNIT 1 Campus Life
第3回: UNIT 2 Student Life
第4回: UNIT 3 Eating & Drinking
第5回: UNIT 4 Shopping
第6回: UNIT 5 Health
第7回: UNIT 6 Business Situation
第8回: UNIT 7 Daily Life
第9回: UNIT 8 Post Offices & Banks
第10回: UNIT 9 Entertainment
第11回: UNIT 10 Trips & Vacations
第12回: UNIT 11 Meetings
第13回: UNIT 12 Jobs
第14回: UNIT 13 Advertising
第15回: UNIT 14 Communications



2019-SJ00009611-84インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) ESP-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

山崎　美穂子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、英語によるコミュニケーション能力を総合的に
評価するTOEIC Listening and Reading Testの受験対策のためのテ
キストを用いて、英語のリスニング力、文法力、読解力を養い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出する語彙・表現を身につける。(知識・理解)

②ビジネスや日常での会話、トークに慣れ、リスニング能力を
伸ばす。(技能)

③英語の文章を速く、正確に読解するスキルを伸ばす。(技能)

④積極的に問題に取り組み、自律した学習態度を身につける。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で学習するUnitのVocabularyの箇所は前もって記
入し、各Warm upを解答しておくこと。また、Part 5およびPart
6のPointを確認し、Practiceは解答しておく(60分)。
復習：学習したUnitのプリントを解く。また授業中に間違った
ところを見直し、小テストに備える(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業態度・参加状況：30％　（到達目標④）
小テスト：25％（到達目標①②③④）
定期試験：45％ （到達目標①③）
欠席が多いと授業態度や参加状況を踏まえての総合的な評価が
できず、単位の取得が困難になる場合があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Full Gear for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] Mark D. Stafford 他
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764740648　
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず辞書を持参のこと。（電子辞書可）
携帯電話での辞書機能使用は認めない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Unit 1 Events
3. Unit 2 Eating Out
4. Unit 3 Shopping
5. Unit 4 Office
6. Unit 5 Housing
7. Unit 6 Community
8. Unit 7 Facilities
9. Unit 8 Personnel
10. Unit 9　Meetings and Workshops
11. Unit 10   Transaction and Finance
12. Unit 11   Travel
13. Unit 12   Health
14. Unit 13   Letter and Email
15. Review



2019-SJ00009611-85インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TM,TE,TC) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

自宅や大学のパソコンを使用して、e-learning教材で文法、リー
ディング、リスニングの問題を学習します。毎週授業で2レッ
スン、課外学習として２レッスンの計4レッスンの課題に取り
組み、半期で48レッスン学習します。練習問題を継続的にこな
していくことで、総合的な英語力の強化を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

積極的に英語学習に取り組むことができるようになる(態度・
志向性)

英語の文章を読んで、内容を理解することができる(知識・理
解)

自然なスピードの英語に慣れる(技能)

リスニングの練習を通して、英語での内容のポイントをおさえ
ることができるようになる(技能)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

最初の授業で配布される進行予定表に従い、自宅、あるいは大
学のPC教室などで毎週2レッスンの学習をしてきてください。
(45分)
＜復習＞
間違えた問題を解き直す(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

(1) 最終テスト50％(学期中に学習した48レッスンを試験範囲と
する復習テストを行います)
(2) 平常点50% (授業への積極的参加、課題の進捗状況、小テス
トから評価します)

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト　対策コース
[Author(s)]
[Publisher]reallyenglish
[ISBN]
[Comments]web教材（オンライン教材の登録に必要な資料
を封筒形式で販売しています）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・授業中のスマートフォンの使用及び学習内容と無関係の
サイトの閲覧を禁止します。
・遅刻、私語や内職、居眠りなどは減点の対象とします。
　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. Grammar、「結婚式前後の計画」など (時制)
3. Listening、「信用不安」など（時制、助動詞）
4. Reading、「旅先での過ごし方」など（関係代名詞、比
較）
5. Grammar、「上海での暮らしと仕事」など（冠詞、副
詞）
6. Listening、「目的地までの行き方」など（未来形）
7. Reading、「空港で」など（前置詞）
8. Grammar、「今までの経歴」など（前置詞、副詞）
9. Listening、「旅行の楽しみ方」など（数量詞）
10. Reading、「住宅と不動産」など（接尾辞）
11. Grammar、「ハイテク・クリスマス」など（コロケー
ションの復習）
12. Listening、「レストランでの注文」など
13. Reading、「趣味に費やす時間」など
14. 最終テスト
15. 総括



2019-SJ00009611-86インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

大津　隆広

◎－－－　概要　－－－◎

語彙力と文法知識を補強しながら、リーディングおよびライ
ティングの学習を行います。リーディングの学習では、英語特
有の論理的展開やパラグラフの構成に注意を払い、書き手の意
図を把握しながら英文を読む力を養成します。ライティングの
学習では、適切な語彙や文法知識を用いてセンテンスを書く技
能から、100語程度の短い英語のパラグラフを書く技能までを
養成します。さらに、リーディングの際に英文の構造に焦点を
当てることで、リーディング力とライティング力を有機的に組
み合わせます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リーディングやライティングに必要な文法および語彙の意味
と使い方を理解している(知識・理解)

②パラグラフの構成や要旨、書き手の意図を理解しながら英文
を読むことができる(技能)

③英文を読みながら、ライティングに必要な英文の構造に焦点
を当てることができる(技能)

④英文法の知識や適切な語彙を用いて、短い英文を書くことが
できる(技能)

⑤100語程度の英語でパラグラフを書くことができる(技能)

⑥自律的な英語学習者となるために、積極的に英語学習に取り
組むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習] (60分) 次の週に授業を行うUnitのPart 1とPart 2の練習問
題を解答する。重要語彙とUnit内の語彙をノートにまとめる。
[復習] (30分) Unit内の語彙と学習者自身のライティングのヒン
トとなる英文について、ノート作成を完成させる。
留意点：その週の[復習]と次の週の[予習]を同時に行わず、週2
回に分散させて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、各到達目標の達成度を基準とした下記の方法と割
合により行います。
（１）学習状況（受講状況、積極的な学習態度) 20%（到達目
標⑥）
（２）パラグラフ・ライティング（2回）30%（到達目標
①⑤）
（３）定期試験 50%（到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Simply Reading, Simply Writing
[Author(s)] Terry O'Brien 他
[Publisher] Nan'un-Do
[ISBN] 9784523178057
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（１）授業には、テキスト、辞書、ノートを必ず持参して
下さい。
（２）英語の学習は継続性と積極性が重要です。学習者が
自ら学ぶ姿勢「自律学習（アクティブ・ラーニング）」を
期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 (4/15) 授業内容、予習・復習方法、ノートの取り方
の説明（テキスト・辞書・ノートを必ず持参）/ Unit 1に目
を通しておくこと
Week 2 (4/22) Unit 1（代名詞、冠詞） / 必須語彙1-10
Week 3 (4/29) Unit 2（現在時制・過去時制） / 必須語彙
11-20
Week 4 (5/ 6) Unit 3（所有格） / 必須語彙21-30
Week 5 (5/13) Unit 4（否定） / 必須語彙31-40
Week 6 (5/20) Unit 5 （itの用法）/ 必須語彙41-50
Week 7 (5/27) Unit 6（Review）
Week 8 (6/ 3) Paragraph Writing (1)
Week 9 (6/10) Unit 7（過去時制） / 必須語彙51-60
Week 10 (6/17) Unit 8（進行形） / 必須語彙61-70
Week 11 (6/24) Unit 9（形容詞・副詞） / 必須語彙71-80
Week 12 (7/ 1) Unit 10（命令文） / 必須語彙81-90
Week 13 (7/ 8) Unit 11（比較） / 必須語彙91-100
Week 14 (7/15) Unit 12（Review）
Week 15 (7/22) Paragraph Writing (2)



2019-SJ00009611-87インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

川口　千富美

◎－－－　概要　－－－◎

リーディングの学習では、英語特有の論理的展開に注意しなが
ら、正確な内容を理解出来る力を養成します。英文の内容は国
内外の多岐に渡る分野のテーマで構成されているので、その背
景となる知識も含めて、問題意識を深めつつ英文を読み解く力
を養います。また、ライティングの学習では、比較的短いセン
テンスの文法構成に重点を置いて、英文を作成する能力を身に
つけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を正確に出来るだけ早く理解するトレーニングを積
み、速読力を身につける。
(技能)

実践的な英文の内容を理解するのに必要なボキャブラリーを増
やす。
(知識・理解)

自発的、及び積極的に英語学習に取り組むことが出来るように
なる。
(態度・志向性)

英文の構造を正確に理解し、簡単なセンテンスの組み立てが出
来るようになる。
 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、単語の意味を調べ、練習問題の解答
を用意し、さらに授業を受けた後復習をしておくこと。
予習：次の回でするUnitの本文（単語の意味調べを含む）、及
びリスニングパート、Practice More に５０分。
復習：学習したUnitのすべての復習に５０分。

 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
 
・平常点　:　30％（学習状況、復習小テスト等）到達目標
①②④
・定期試験： 70％（英文内容の正確な把握と英文法理解）
 　　　　　　　　　到達目標①③④　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Ambitions Pre-Intermediate
[Author(s)]　VELC研究会教材開発グループ[Publisher]　金
星堂
[ISBN] 9784764740556
[Comments]テキスト価格　￥2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、授業の終わりに次回の予習範囲を言い渡すので、
必ずその範囲の予習をして授業に臨むこと。
・授業には必ず辞書を持参すること。（スマートフォンを
辞書代わりに使用することは禁止。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction : 授業の進め方、出欠評価　　　　　　　　
　　　などについての説明
2. Unit 1 : Cross-Cultural 　　　　　Understanding 　　　　
　　　　　　
3. Unit 3 : Foreign Language Learning
4. Unit 4 : Sports
5. Unit 5 : Fashion
6. Unit 7 : Art
7. Unit 8 : Global Issues
8. Unit 9 : Japanese Culture
9. Unit10 : Human Rights
10.Unit11 : Health & Medical Issues
11.Unit12 : Environmental Issues
12.Unit13 : Economy & Industry
13.Unit14 : legal Issues
14.Unit15 : Science & Technology
15.授業のまとめ



2019-SJ00009611-88インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) R&W-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

永野　美子

◎－－－　概要　－－－◎

このコースで学生は、英語の4つの技能のうちのリーディング
とライティングの力を養成する。
近年、インターネットを通して世界中の情報に容易にアクセス
することができるようになった。それに伴って、そのサイトに
掲載されている英語の文章を正確に読解し、必要に応じて自分
自身でその情報に対して英語で反応することが要求されるよう
にもなった。
このコースを通じて学生は、さまざまなジャンルの、最近世界
中で話題となっているトピックの文章を読み、そのなかに登場
する語彙・表現を学習したり、パラグラフの構造を観察したり
して、その内容を正確に読解する練習を重ねてゆく。その後、
その文章の要約文を完成させたり、習ったばかりの表現を用い
て和文英訳の応用問題を解き、それらの表現を覚える。最後
に、読んだ文章の内容についての自分自身の見解や感想を英語
で書き表す練習をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①さまざまなジャンルの英語の文章を、パラグラフの構造を把
握したうえで、正確に読解することができる。(技能)

②読解した文章の要約文や、それに関連した和文英訳を、学習
した語彙・表現を活用して、書くことができる。(技能)

③読解した文章の内容についての自分自身の見解や感想を英語
の文章で書き表す習慣をつける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：授業で取り上げられるテキストの章全体を概観し、学習
する内容を確認した後、文章を読んでみる。知らない単語は辞
典で調べながらひととおり読んで、分からない箇所を見つけて
おく。（45分）
復習：授業で習った初めての語彙や表現は、自分で作る単語
カードなどに書き写し、それを携帯して覚えるようにする。一
つの章の学習が終了したら、その文章についての自分の意見や
感想を英語のパラグラフで書き表す。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点：50％（到達目標①②③）
定期試験結果：50％（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Active Training for Reading and Writing through 15
Topics
[Author(s)]M.Schauerte, T.Dillon, and K.Nishiya
[Publisher]鶴見書店
[ISBN]978-4-7553-0377-7
[Comments]2016年発行　1800円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・必ず自分のテキストと英語辞典を持って授業に出席する
こと。（スマートフォンのなかの辞書機能を使用すること
は認めない。）
・授業中は、自主発表などの積極的な受講態度が高く評価
されます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．コースの概要説明、テキストUnit 1 Health:Dry Eye
Syndrome
２．Unit 2 Culture:French Are Fond of Films
３．Unit 3 History:The ABCs of the Alphabet
４．Unit 4 Biography:Brazil's Soccer Legend Pele
５．Unit 5 Literature:Friends and Rivals
６．Unit 6 Tourism:Chinese Overseas
７．Unit 7 Social Problems:Loving Your Smartphone - too
much!
８．Unit 8 Sociology:Dealing with the Graying Population
９．Unit 9 Animals:Golden Poison Frog
10．Unit 10 Art:Shaker Furniture
11．Unit 11 Food:Chia Seeds - the Super Food
12．Unit 12 Science/Technology:Drones
13．Unit 13 Language:How Words Can Change
14．Unit 14 Psychology:It's Not Easy Being 15 or 50
15．Unit 15 Sports:Curling Stones
　但し、受講生の活動状況や希望に応じて、進め
　る順番や進み具合が変更される場合もある。



2019-SJ00009611-89インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

岩崎　一恵

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語検定試験の受験を念頭に置
き、リスニング分野、リーディング分野のトレーニングを通し
て、語彙の拡充、文法事項の確認、さらに文化的背景の理解を
深めることにより、英語の総合力の増強を図ります。1年次に
学習した内容を踏まえて、さらに高度な内容に取り組み、スコ
アアップを目指します。テキストはTOEIC受験に備えたものを
用いますが、プリントなどによりTOEFL、STEP、IELTSの問題
演習なども行います。原則として、毎回ミニテストを行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種主要英語検定の目的・特徴・違いを知ることができる(知
識・理解)

TOEIC Testの出題形式の特徴を知ることができる(知識・理解)

TOEIC TestのPart 1̃7のそれぞれの解放のコツを習得できる(技
能)

1年次の学習より高度な学習を行うことにより、さらにレベル
アップした英語力が習得できる(技能)

予習をすることにより、授業において自分の着目すべきポイン
トがわかる(技能)

復習をすることにより、英語力を確実なものにすることができ
る(技能)

自律的な英語学習を行うことによって、緊張感をもって、積極
的に授業参加できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は必須です。授業は予習（60分）をしてきていることを前
提に行います。次の授業で行うUnitの各演習を行ってきます。
詳しい予習のやり方は初回の授業で指示します。予習において
はテキストの問題演習を行い、特に「自分が良く分からないと
ころはどこなのか」を明らかにしましょう。また、ミニテスト
のために復習（30分）を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
授業中の活動（受講態度・授業への貢献度・小テスト）…30％
最終総合試験(インクラス)…30%
定期試験…40％
上記の割合を目安とする。ただし、本時受講期間中に各種英語
検定試験を受験した場合、その結果の証明を添えて報告した場
合、これを成績評価に加味することがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]KEY STRATEGIES FOR SUCCESS ON THE TOEIC
L&R Test：　Level 400
[Author(s)]西谷敦子ほか
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15635-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業はテキストを持参のうえ、必ず出席すること。
毎時間テキスト・辞書・筆記用具（鉛筆・消しゴム）など
を持参すること。授業中の携帯電話・スマートフォン・タ
ブレットなどの使用、ほかの授業の予習復習など本時に関
係のない行為、飲食などは禁止。欠席・遅刻・授業中のト
イレ退出は厳に慎むこと。その他詳細については、初回の
授業で説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業ガイダンスと各種検定試験の概要な
ど）
2. Unit L-1 R-1 名詞・形容詞
3. Unit L-2 R-2 動詞・副詞・確認テスト1
4. Unit L-3 R-3 受動態・確認テスト2
5. Unit L-4 R-4 時制・確認テスト3
6. Unit L-5 R-5 前置詞・接続詞・確認テスト4
7. Unit L-6 R-6 長文穴埋め・確認テスト5
8. Unit L-7 R-7 広告・確認テスト6
9. Unit L-8 R-8 チャット・Eメール・確認テスト7
10. Unit L-9 R-9 Eメール・確認テスト8
11. Unit L-10 R-10  手紙・確認テスト9
12. Unit L-11 R-11 告知・社内回覧・確認テスト10
13. Unit L-12 R-12 ダブルパッセージ・確認テスト11
14. Unit L-13 R-13 Review・確認テスト12
15. インクラス最終総合試験



2019-SJ00009611-90インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

熊本　千明

◎－－－　概要　－－－◎

実際のTOEIC形式の問題を解くことによって、自分の弱点を克
服するための効果的な訓練を行う。ディクテーションも取り入
れ、重要な単語、表現を確実に身につける。また、音読によ
り、長い文章を流れに沿って理解できる力をつける。一回の授
業で一課進むことを目標とするが、理解度を確認しながら、進
度を調節する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

広範な語彙を習得し、読解力、聴解力を増強する。(知識・理
解)

TOEIC の問題形式に慣れ、目標のスコアに近づくことを目指
す。(技能)

積極的に授業に参加しコミュニケーションを行う。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　時間を限って、各Unit の練習問題を解き、そのあと、分
からない単語を調べておくこと。(45分)
復習　正解をもう一度確認し、何度も英文を声に出して読むこ
と。単語の発音を確認すること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価する。
学習状況 (テキストを持参した上での授業への積極的な参加、
予習） 30%、聞き取り小テスト 10%、定期試験　60% を目安と
した、総合的な評価。

欠席が度重なると、学習状況の評価ができないので、単位取得
が難しくなる場合がある。欠席する毎に、学習状況の配分点を
減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Totally TOEIC L & R Test Challenge 500-600
[Author(s)]　Alison Kitzman, 三原京, 中村善雄, 他.
[Publisher]　南雲堂
[ISBN]　978-4-523-17865-1 C0082
[Comments]　2018年発行　価格1800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ずテキストと辞書を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introducton 学習方法、評価方法等の説明を行う。
2.Shopping に関する語彙、文を理解し、運用する。
3.Entertainment、weather に関する語彙、文を理解し、運用
する。
4.Eating out に関する語彙、文を理解し、運用する。
5.Travel に関する語彙、文を理解し、運用する。
6.Health に関する語彙、文を理解し、運用する。
7.Housing、media に関する語彙、文を理解し、運用する。
8.Mini Test を実施する。
9.Employment に関する語彙、文を理解し、運用する。
10.Workplaces、Products に関する語彙、文を理解し、運用
する。
11.Making deals に関する語彙、文を理解し、運用する。
12.Office messages に関する語彙、文を理解し、運用する。
13.Sales に関する語彙、文を理解し、運用する。
14.Commuting、meeting に関する語彙、文を理解し、運用
する。
15.聞き取りの小テストとまとめを行う。



2019-SJ00009611-91インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

谷口　雅基

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)などの検定試験対策を中心とした
総合的英語運用力の向上、日本人が苦手とする部分を克服するこ
と、また英語の自学自習法を身につけることを目的とする。現在の
個々人の英語力には差があることを考慮し、また最近の経済情勢を
も考慮し、前もって決まった一つの教科書を選択し購入する必要は
ない。毎回の授業において、日本人の英語学習法における弱点に関
する講義に加え、受講生の興味関心に沿った内容の教材を、TOEIC,
TOEFL, IELTS, STEPのウェブサイトから、学生自身および教師が選
択し、それをもとに、「聴く、話す、読む、書く」英語力、特に検
定試験対策力を培っていく。したがって、一つの教材に沿って進め
るのではなく、毎回異なった教材および内容にもとづいて英語の総
合力の向上を図る。現在の日本には、英語を学ぶための材料はあら
ゆるところにころがっている。検定試験のウェブサイトのみなら
ず、BBCやVOAの英語学習ウェブサイト、映画、テレビ、ラジオ、
新聞、雑誌、本、宣伝、看板、人の話などなど。外国語を身につけ
ようとする人は、常に学ぶ材料をキャッチできる鋭敏なアンテナを
立てていただきたい。そういう日ごろの材料集めと練習をとおし
て、将来にわたって成長する力を養っていただきたい。したがっ
て、この授業の目的は、上述の通り、TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP検
定試験対策を中心とした総合英語運用能力、日本人が苦手とする部
分を克服すること、そして卒業後もひとりひとりが自学自習によっ
て向上し続けることができるよう英語独学法を身につけることであ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種英語検定試験対策能力を身に付ける。(技能)

英語で考え、英語を聴いて、英語で理解する能力を身に付ける。(技
能)

口頭で、自分の考えを英語で表現する能力を身に付ける。(技能)

英文を読み、直接英語で理解する能力を身に付ける｡(技能)

英文を読み、適切な日本語に翻訳する能力を身に付ける。(技能)

自分の考えを英語で表現する能力を身に付ける。(技能)

英文の文法構造、発音、イディオムなどの表現について知識を深め
る。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこと
ができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各学生は、自分が担当する英文を、TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英
検)の英語学習ウェブサイトから、自分の英語力のレベルに相当する
一部を選択し、自分の発表日の１週間前までに、教員へメールで送
る。学生は、自分が選択したテスト問題を解答し、発表する。授業
では、教員が詳細を解説し、クラス全員で、学習する。   （30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

学生自身が選択し準備した課題英文の発表（３０点）
定期試験（７０点）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テキストは使用しません。TOEIC, TOEFL, IELTS,
STEPのウェブサイトを活用します。
[Author]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

TOEIC: http://www.iibc-global.org/toeic.html
TOEFL: https://www.ets.org/jp/toefl
IELTS: https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts/prepare/free-
practice
STEP(英検): http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/
BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
VOA Special English: http://www.manythings.org/voa/scripts/
他適宜、授業で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の目的、進め方の説明。教師と学生の自己紹介。宿題
の説明。
2.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、英語の語法。
3.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の文構造の比
較。
4.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の慣用表現の比
較。
5.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の文化的表現の
比較。
6.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の論理的表現の
比較。
7.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、イントネーションに
焦点をおいた英語聴き取り法。
8.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、リズムに焦点をおい
た英語聴き取り法。
9.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、母音、子音に焦点を
おいた英語聴き取り法。
10.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、音声連結に焦点をお
いた英語聴き取り法。
11.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、音変化に焦点をおい
た英語聴き取り法。
12.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、音省略に焦点をおい
た英語聴き取り法。
13.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、映画英語の聴き取り
練習。
14.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、英語独学法。
15.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習法のまとめ。



2019-SJ00009611-92インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) ESP-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

行時　潔

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC Test のスコアアップのため実際のテスト形式に即した問
題を数多く解く練習を通して、グローバル社会に対応できる英
語運用能力を身に付ける。リスニングの力を向上させる対策と
して、英語を単に聞きながら問題を解く練習をするだけでな
く、リスニング、発音練習、音読のトレーニングを毎回の授業
で行う。リーデイングテストの対策としては、本テキストに出
てきているTOEIC Test 頻出語句、構文、文法事項を修得し、英
文を正確に速読できるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングや音読などのトレーニングを繰り返すことで英語
の速度やリズムに慣れ、英語ネイテイブの「生の英語」を聞き
取ることができる。(技能)

 英単語や構文そして英文法の基礎的な知識を学び、英文の内容
を正確に早く読むトレーニングを積み、速読力を身に付けるこ
とができる。(知識・理解)

 自律的な英語学習者になるよう、自ら積極的に英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で行うUnitのListening Parts問題を音声を聴きな
がら解くこと。Vocabulary、Word Pairs、Vocabulary in Context
及びReading Parts問題は、各自時間を決めて辞書を使わずに解
いた後、覚えていなかった単語を辞書で調べながら全て解いて
くること。（４５分）

復習：学習したUnitのListening Parts問題については音声を聴き
ながら音読やシャドーイングの練習を繰り返し行うこと。
Vocabulary、Word Pairs、Vocabulary in Context及びReading Parts
問題の間違えた箇所は必ず確認し確実に身に付けること。（４
５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価する。
　・平常点：１０％（到達目標 ）
　・前半の復習テスト：４０％（到達目標① ）
　・授業14回目のリスニングテスト：２０％（到達目標①）
　・定期試験：３０％（到達目標 ）

前半の復習テストや授業14回目のリスニングテストを欠席しな
いようにすること。

欠席や遅刻は学習状況や課題発表の評価を妨げるので、欠席は
１回につき２点減点、３回の遅刻は１回の欠席とみなす。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]ESSENTIAL APPROACH FOR THE TOEIC L&R TEST
Revised Edition
[Author(s)]大須賀 直子、塚野 壽一、
山本 厚子、Robert Van Benthuysen
[Publisher]成美堂
[ISBN] ９７８－４－７９１９－７１８９－３
[Comments]２０１９年発行　２０００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中に行う音読の練習の際は必ず声を出すこと。

辞書としてスマホやタブレット端末などを使うことは認め
ないので、必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1回目：オリエンテーション（Unit 1 を行いながら授業の
進め方、使用テキスト、成績評価などの説明をする。）
2回目：Unit 2  Lunch & Parties
3回目：Unit 3  Medicine & Health
4回目：Unit 4  Traffic & Travel
5回目：Unit 5  Ordering & Shipping
6回目：Unit 6  Factories & Production
7回目：Unit 7  Research & Development
8回目：前半の復習テスト
9回目：Unit 8  Computers & Technology
10回目：Unit 9  Employment & Promotions
11回目：Unit 10  Advertisements & Personnel
12回目：Unit 11  Telephone & Messages
13回目：UNit 12  Banking & Finance
14回目：リスニングテスト
15回目：前期の総まとめ



2019-SJ00009611-93インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) ESP-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

 この授業はわが国で実施される各種の英語資格検定試験のうち、
特に社会的ニーズの高いTOEIC Listening and Reading Testを念頭に
おいて、実践的なトレーニングを中心に学習を進めていきます。授
業を通じて試験形式と勉強方法を理解しつつ、オールラウンドな英
語力の強化を図ります。まずTOEIC L&Rという試験がどのような
試験であるかを知り、その後TOEIC L&Rにあわせた問題の演習を
行うことで、文法や語彙の知識の強化、リーディング、リスニング
を中心とした英語学習を進めます。
 なお、受講期間内に、実際にTOEIC L&Rを受験することが奨励さ
れますので、ぜひこの授業で準備をして受験し、自分の実力と今後
の目標を把握するきっかけとし、今後の学習につなげていってほし
いと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC LR のスコアが求められる場面や、出題形式について理解す
る(知識・理解)

TOEIC LRの頻出単語、および基礎的な英語文法を身につける(知
識・理解)

TOEIC LR に対応するリスニング力およびリーディング力の基礎を
身につける(技能)

授業内外で、与えられた課題を中心に、主体的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
以下の問題を解いてきてください。（計40分）

Step1: TOEIC Vocabulary
Step 2: TOEIC Grammar （出来る人はTOEIC ReadingとTOEIC
Listeningも）
Step 3: TOEIC Mini Test

テキストに "Checklink"　の印がついている問題は、第一週に登録
するChecklinkのシステムを利用して回答を入力してきてくださ
い。

【復習】
Step 3の間違った問題を中心に復習する（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点 20％
 -予習状況、受講態度、単語テストを含みます。

中間テスト30％
 -第7回目の授業までに学習した内容に基づいて、リスニングと
リーディングの試験を行います。

定期試験50％
 -中間試験終了後に学習した内容に基づいて、リスニングとリー
ディングの試験を行います。ただし、リスニングの試験は、15回目
の授業時に行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC L&R Test Beginner
[Author(s)]Koji Hayakawa & Yoichi Kishi
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740884
[Comments]2019年　1900円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・初回の授業までにテキストを購入しておくこと。
・授業には毎回テキストと辞書を持参し、単語テストの準
備と予習をしてくること。
・授業中のスマートフォンの使用は禁止します。（辞書と
しての使用も含む。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Unit 1: Travel
3. Unit 2: Dining Out
4. Unit 3: Shopping
5. Unit 4: Entertainment
6. Unit 5: Advertising
7. Unit 6: Events
8. 中間テスト
9. Unit 7: Daily Life
10. Unit 8: Media
11. Unit 9: Recruiting
12. Unit 10:Production & Sales
13. Unit 11:Meetings
14. Unit 12: Offices
15. Listening Test



2019-SJ00009611-94インターミディエイト・イングリッシュⅠ「T(TA,TL,TK) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

就職活動やビジネス社会においてますます英語力（TOEICのス
コア）が重要視されてきている。そこで本授業では，e-learning
教材を使用して，TOEICに必要とされる，英語の文法力，リー
ディング力，リスニング力を高める。またTOEIC形式の問題を
解くことで，TOEICに対応出来る力も養う。なお，全教材のう
ち，授業で扱うユニットと自宅学習用のユニットの両方で全48
ユニットを学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的語彙および文法について理解している(知識・理解)

平易な英語の文章を読むことができる(技能)

平易な英語であれば情報を聴き取ることができる(技能)

授業内外で自主的に英語学習に取り組むことができる(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：レッスンプランに従って，2レッスンの学習を行う（60
分）
復習：授業中に学習した内容について，復習を行う（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

1.　授業貢献度　10%
2.　学習履歴　20%
3.　Moodle 上の eポートフォリオ　20%
4.　復習テスト　50%

１・2・4で，基本的語彙および文法について理解しているか，
平易な英語の文章を読むことができるか，平易な英語であれば
情報を聴き取ることができるかについて評価する。また，1・
２・３で，授業内外で自主的に英語学習に取り組むことができ
るかについて評価する。

※このクラスは，定期試験期間中における試験を実施いたしま
せん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]　リアリーイングリッシュ
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. ビジネス１
3. ビジネス２
4. ビジネス３
5. ビジネス４
6. 余暇と娯楽１
7. 余暇と娯楽２
8. 余暇と娯楽３
9. 余暇と娯楽４
10. 旅行と交通１
11. 旅行と交通２
12. 旅行と交通３
13. 旅行と交通４
14. 最終テスト
15. まとめ



2019-SJ00009612-78インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

岩本　弓子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の四技能のうち特にリーディングとライティングの力を養
う。アメリカで実際に放送されているABCニュースを視聴し、
スクリプトを読みながら、生の英語に触れ、これまで学習して
きた英語が実際どのように使用されているかを確認しながら学
習していく。さらにニュースの中で出てくる表現を使って平易
な英作文の練習も行う。日常で使用される頻度の高い語彙や簡
単なニュース英語の聞き取り練習も合わせて行っていく。英語
の学習のみならず、現代のアメリカに関する様々な知識、情報
も学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語ニュースに出てきた生の英語の語彙、英語表現を覚え、理
解できるようになる。(知識・理解)

アメリカで実際話題となっている問題を知り、自分の国の事と
比較したり、自分の考えを少しでも持てるようになる。(知
識・理解)

学習した表現を使って平易な英文が書けるようになる。(技能)

生の英語が少しでも聞き取れ、また英文をできるだけ正確に読
めるようになる。(技能)

異文化への興味を持つ。(態度・志向性)

学習した英語ニュースさらには自分で興味のある英語ニュース
を自分自身で視聴してみる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回わからない単語は辞書で調べておく。（15分）
単語の練習問題と英作文はあらかじめ自分で解いておく。（1
時間）
付属のCD　の視聴を授業前と授業後に行う。教科書のガイド
ラインに従ってオンライン映像配信サービスでニュースを自分
でも視聴しておく。（15分）

各単元ごとに学習した語彙、英作文、和訳を良く復習し、どれ
かけ理解できたかを確認し、覚えべるきことはきちんと記憶し
ておく。（1時間）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点：25%（学習状況ー発表を点数化する。英文の聞き取
り、和訳、英作文を自分の力でどれだけできるかを評価する。
20％　教師の問いかけにどのくらい自分の意見を述べられるか
を評価する　5％）
提出物：10%（単語のテスト）
定期試験：65%（学んだ単語を理解し、覚えているか、学習内
容を基に英作文を自分なりの英語で書けているか、英文を正し
く読めているかを評価する。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Broadcast ABC World News
[Author(s)]Shigeru Yamane, Kathleen Yamane
[Publisher]　Kinseido
[ISBN] 9784764740730
[Comments]テキスト価格　2500円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず電子辞書または書籍辞書を持参すること。ス
マートフォンの辞書は教室内では不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction:授業の進め方、出欠の評価、授業中の発表に
関しての説明。ニュース英語の特徴。
Unit1のスクリプトの空欄補充。
2. Unit 1  98歳のシスターチームの勝利に貢献
3. Unit 1 & Unit 2 夢の血液検査は本物？
4. Unit 2 & Unit 3 宝くじで大当たり
5. Unit 3 & Unit 4 迷惑電話を撃退する方法
6. Unit 4 & Unit 5 海洋生物の生態
7. Unit 5 & Unit 6 中国の宇宙ステーションが地球に墜落？
8. Unit 6 & Unit 7 息子が作った父の新しい腕
9. Unit 7 & Unit 8 トランプ大統領銃規制へ
10.Placement Test
11.Unit 10 ペットボトルがサングラスに
12.Unit 10 & Unit 11 シリア難民の子供達の毎日
13.Unit 11 & Unit 12 キング牧師没後50年
14.Unit 12 & unit 13 メキシコの麻薬製造現場からリポート
15.Unit 13 & まとめ。定期試験について

◎－－－　URL　－－－◎

www.kinsei-do.co.jp
(plusmedia)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

太田　一昭

◎－－－　概要　－－－◎

現代の興味深いトピックに関する英文を読み、さらに英語表現
演習を行うことによって、英文読解力と英作文力の向上をはか
ります。英作文には文法の知識が不可欠です。各ユニットで1
つの文法事項を取り上げて、さまざまなタスクを通してその文
法項目の習得をめざします。授業の最後に、その日に学習した
内容について小テストを行います。その評点が「小テスト評
点」となります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代英語の基本的な読解力を身につける。(技能)

英語特有の語法を理解し、英作文の基本を習得する。(技能)

英作文に不可欠な英文法の基礎知識を身につける。(知識・理
解)

積極的な英語学習を通して、自律的に学習する姿勢を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

語学の授業では予習と復習が大切です。次に学ぶUnitに目を通
し、語彙を調べ、練習問題を解いてみてください（60分）。授
業後には、学習したUnitを復習する習慣をつけてください（30
分）。そうすれば確実に英語力は向上します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点、小テスト評点、定期試験評点を総合して評価します。
各評点の比重は変わることがあります。
・平常点（受講状況、積極的な学習態度）5%
・小テスト評点（13回）30%
・定期試験評点（読解力、内容理解力）　65%
・遅刻及び欠席は、1回につき1点減点します。
・3回を超える欠席は、4回目から1回につき5点減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing Key: English Grammar and Usage for Better
Writing
[Author(s)]北尾泰幸 / Anthony Allan
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4086-0
[Comments]2019年1月発行 1800円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小テストの際に教科書を用います。教科書を忘れると小テ
ストを受験することができません。必ず教科書を持参して
ください。また辞書を持参してください。電子辞書可。携
帯電話の使用は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記のUnit 1～Unit 14を学習します。各Unitは、リーディ
ング、文法事項解説、文法練習問題、英作文のセクション
から構成されています。初回授業ではまず、英語学習法、
授業の進め方、成績評価方法等について説明します。説明
の後、Unit 1のリーディングのセクション（1-20行）を学
習します。第2回～第15回の授業でUnit 1の残りからUnit 13
を学習します。1回の授業で1つのUnitを学習することを目
標としますが、進度は学習状況によって変わることがあり
ます。10回目は通常の授業は行わず、「プレイスメント・
テスト」を実施します。

Unit 1 Orange Clothing　【動詞の用法】
シチリア産オレンジの意外な活用法
Unit 2 A Reasonable Dream…　【文の主語】
パラリンピックの誕生
Unit 3 Japan's Popular Wave　【時制】
世界の北斎、街角に現る
Unit 4 Color Matters　【形容詞・副詞】
「いいね！」の親指が表すもの
Unit 5 Business, Not Bullets　【名詞】
アフガン駐留米兵のある思いつき
Unit 6 Spices for Life!　 【冠詞・数量詞】
カレーを食べて、人生にスパイスを！
Unit 7 Plastic Planet　【分詞】
バリ島の姉妹が地球を救う
Unit 8 London Coffee and Lazy Men　【関係詞】
“コーヒー中毒”は怠け者を生む?!
Unit 9 Jacques’ Lung　【比較】
海洋探検家ジャック・クストーの夢
Unit 10 Disease vs. Hunger　【助動詞】
マラリアとの闘いは終わらない
Unit 11 May We Have a Catalog, Please?　 【仮定法】
あなたの赤ちゃん選んでみませんか
Unit 12 Bright Little Lights　【接続詞】
メキシコの小さな村を照らす神秘
Unit 13 Popular but Penniless　【不定詞と動名詞】
名声を得ども…



2019-SJ00009612-80インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) R&W-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

ヒュー・Ｇ・Ｌ　タイラー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to give students the opportunity to read a variety of
English texts ranging from academic style to everyday texts like
filling out a form. In this way the type of English reading and writing
the students may need in the future should be covered. The course will
also attempt to integrate the four skills of reading, writing, speaking
and listening in order to provide the information required for
subsequent reading and writing tasks. To benefit from this course
students need to complete the tasks they are given.

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1. Students will learn how words are used in a sentence.  (知識・理
解)

 2. How to understand and express meaning in the written form.(知
識・理解)

 3. All 4 skills will be used in class to help students gain a better
    understanding of written English.(技能)

 4. Participation in class in order to complete exercises and
assignments.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

It is always useful to review the work which has been done in class.
Written consolidation assignments requiring 30-60minutes to
complete will be given for review purposes.
The teacher will set preparation activities for the next class when it is
necessary. Time required; 30-60 minutes.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Attainment goal1 & 2 will be assessed as follows;
A mid-term test given in week 7  will account for 15% of the
assessment.
A final test given during the official examination period, 'teiki shiken',
will be worth 40% of the total assessment.

Attainment goals 3 & 4 will be assessed as follows;

Attitude, Effort & Participation(AEP) will account for the remaining
45%.
To receive 3 points in class a student must;
1) interact with their classmates during the preparation of an activity,
2)complete the activity in the time given.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]A Guide to Improving Your English Reading & Writing
Skills
[Author(s)] Huw Tyler
[Publisher] self-published
[ISBN]
[Comments]¥1500

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

No cell phones may be used during class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.   Orientation & Preview
2.   Who Are You?
      form filling, classroom language, useful
      words.
3.   What Do You Want To Say?
      signs, posters, memos, telegrams.
4.   It's Awful! Mmm. But That's All Right.
      likes & dislikes, frequency adverbs e.g.
      sometimes, often
5.   Talking About Music
       -ed, -ing adjectives
6.   The Dating Agency
      writing a detailed personal profile
7.   Mid-Term Test
      + organising your writing
8.   Tell Me More About Your Friend.
      non-defining relative clauses
9.   Storytelling
      past tenses and word functions
10. Placement Test
11.  Reference.
      understanding pronouns
12. Describing Places
      there is/are, countable and non-countable
      nouns
13. Japanese Culture vs. Foreign Culture
      language and culture
14. Explaining Japanese Food
      taste vocabulary, describing dishes
15. Review and Test Preparation



2019-SJ00009612-81インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

大神　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICなどの外部英語検定試験のスコアアップを目標に、集中
的訓練を施し、グローバル社会で必要とされる実用的かつ総合
的な英語能力を養成します。一年次で学習した内容を復習しな
がら一歩進んだ内容に取り組み、さらなるスコアアップを目指
します。授業では、TOEICのテストパターンの把握と、効率よ
く解答するテクニックの習得、そのための学習と訓練を集中的
に行います。一回の授業では、テキストに従って１unitずつを
学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの英語の問題の大意を聞き取る事ができる事ができる
(技能)

Toeic の英語の問題に正確に早く解答する事ができる(技能)

Toeicで出題頻度の高い英語の語彙を身につける(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的にTOEICの学習に取り
組むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業を充実したものとするため、また、授業を止めないために
も、十分準備しておくように

授業中の課題となる test　は、評価の対象となるので、しっか
り準備をして受験することが望ましい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日頃の学習への取り組みと定期試験により評価

・平常点　５０％（授業中の発表と授業のテスト等）
・定期試験　５０％　（英文法と文章把握の問題）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Totally TOEIC L&R Test:Challenge 500-600
[Author]Alison Kitzman 他
[Publisher]NAN'UN-DO　2018年
[ISBN]978-4－523－17865－1　
[Comment]テキスト価格　￥1800＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の発表は順番に当たります。発表しなかった場合に
は減点の対象となります。また、授業中のテストは必ず受
験するように。平常点の基本となります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方と説明
２．Unit 1　Shopping
３．Unit 2  Entertainment
４．Unit 3  Eating　Out
５．Unit 4  Travel
６．Test-1　Unit 6,7,15
７．Unit 5  Health
８．Unit 8　Employment
９．Unit 9　Workplace
10. Placement Test
11. Unit 10 Making Deals　
12. Unit 11 Office Messages
13. Unit 12 Sales
14. Test－2 Unit 13,14,15
15.まとめ　提出物の返却



2019-SJ00009612-82インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

岡　俊房

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICに挑む学習者を対象に、基礎的な文法力を確実に身につ
けながら、特にPart5̃7を中心に実際のTOEICの内容に即した演
習を行う。無理のない段階的な構成のテキストブックを用い、
受験上のテクニックを習得するよりは、むしろ総合的な英語力
を強化することを目的とする。毎週、前回の学習内容の確認の
ため小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICに必要な語彙･イディオムについて、どのように覚えて
どのように使うか等、基本的なところを理解している。(知
識・理解)

TOEICに必要な文法･構文について、どのように文が構成され
るか等、基本的なところを理解している。(知識・理解)

TOEICに必要な基本的読解力を身につけている。(技能)

TOEIC受験に必要な解答技術を身につけている。(技能)

英語学習に積極的に取り組もうとした、または今後そうした
い。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：毎回ドリルの予習を行う。（45分）
事後学習：次の授業の最初に行われる小テストに備え復習を行
う。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

日頃の学習への取り組みと試験による評価
・毎週の学習状況（小テストを含む）５０％
・定期試験５０％
（いずれも全到達目標に関して総合的に評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]New Steps to Success in the TOEIC Test Grammar &
Reading 450 Updated Edition
[Author(s)]David E. Bramley／中井弘一
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-732-2
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction: 授業の進め方等の説明（リスニングの自学
自習方法についても説明）

２回目以降はテキストに沿ってドリルを行う。
2. Drill 1,2
3. Drill 3,4
4. Drill 5,6,7
5. Drill 8,9,10
6. Drill 11,12
7. Drill 13,14
8. Drill 15,16
9. Drill 17,18,19
10. プレイスメントテスト
11. Dril 20,21,22
12. Drill 23,24
13. Drill 25,26
14. Drill 27,28,29
15 Drill 30,31,32
（進度は状況を見ながら調節する。）



2019-SJ00009612-83インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) ESP-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

迫　由紀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの形式と目的を理解し、英語のリスニング、リー
ディングに関して、限られた時間で、速読速解するための解答
力アップのストラテジーを学ぶ。また、問題を解くだけでな
く、音読やシャドウイング、ディクテーションなどのトレーニ
ングも行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの形式に慣れ、出題の意図、解法のポイントが理解でき
る。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、速読力
を身につける。(技能)

現代社会、ビジネス社会での生の英語の速度やリズムに慣れ、
聞き取ることができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるように積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回のユニットのリスニング練習、音読練習（30分）
テキストのSkillsの確認と問題演習（60分）
復習：同じミスをしないように、なぜできなかったかを理解し
ながら、再度問題を解く。（60分）
授業はあくまで、予習で準備してきた答え合わせ、自分の問題
点、現状把握、の場である。授業だけでテスト対策などできな
いことを理解したうえで、授業時間外の学習にしっかり時間を
かけること。
　　　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

 平素の活動状況（小テスト、授業への積極的な取り組みなど）
50％
 教場試験　50％

 積極的な英語学習取り組み状況と語彙力・速読力・リスニング
力がどれだけ身についているかを成績評価の基準とします。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。
ただし、教場試験にやむを得ず欠席した学生（伝染病の罹患な
ど）に限り、代替措置として追試を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC L&R Test Pre-Intermediate
[Authers] Yumiko Mizoguchi, Machiko Yanagita
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4089-1
テキスト価格　￥2000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わり
に使用することは認めない。
・単語の意味だけでなく、語法、用例の理解が重要なので
紙媒体の辞書を推奨する。（例：コリンズコウビルド英語
辞典、ロングマン英英辞典、5万語程度収録の英和中辞
典）
・TOEICの要求するコミュニケーション能力とは、ことば
の意味だけでなく、社会人としての生活様式、ビジネスマ
ナーといったことばの意図、背景を読み取ることである。
毎回の授業では、英語の世界観をイメージできるよう、集
中して臨むこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

1． Introduction：TOEICについて、学習方法
Unit 1　Travel（1）Listening Sections
2． Unit 1　 Travel（２）Reading Sections
3. Unit 2 Dining Out （1）Listening Sections
4. Unit 2 Dining Out（２）Reading Sections
5.　Unit 3 Media（1）Listening Sections
6.　Unit 3 Media（２）Reading Sections
7.　Unit 4　Entertainment（1）Listening Sections
8.　Unit 4　Entertainment（２）Reading Sections
9.　Unit 5 Purchasing（1）Listening Sections
10.　英語プレイスメントテスト
11．Unit 5 Purchasing（２）Reading Sections
12.　Unit 6　Clients（1）Listening Sections
13.　Unit 6　Clients（２）Reading Sections
14．Unit 7 Recruiting（1）Listening Sections
15. まとめと教場試験



2019-SJ00009612-84インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) ESP-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、TOEIC L&Rの実践的な問題集（AN AMAZING
APPROACH TO THE TOEIC® L&R TEST）を用い、標準的なス
コア（600点～）の獲得を図るものです。
リスニングおよびリーディングの技術を向上させるために、教
科書の試験形式の問題に取り組み、ビジネスや日常生活におけ
る様々な場面における描写、応答、説明に関する会話や英文に
触れていきます。様々な種類の英語に触れることで、英語で聞
く力・読む力を養成します。
eラーニングの付属教材もあるので、そちらも積極的に活用し
てもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの解法を理解することができる。(知識・理解)

②ビジネスや日常生活などそれぞれの場面で、英語を適切に使
用することができる。(技能)

③目標とするスコア（600点～）に到達することができる。(技
能)

④自律的な英語学習者になれるように、自主的に英語学習に取
り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：次のUnitのリーディングおよびリスニング（出版社の
ウェブサイトにて無料配布）の予習を行なってください（45
分）。
・復習：リスニングは聞き取れるようになるまで、リーディン
グは文法とパッセージの意味が理解できるようになるまで、前
回授業の復習を行ってください（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績
評価します。

平常点40%（到達目標④）
スピーキング課題10%（到達目標②③）
定期試験50%（到達目標①②③）

遅刻をくりかえしたり、欠席が1/3を越えると平常点の評価が
困難になりますので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] AN AMAZING APPROACH TO THE TOEIC® L&R
TEST
[Author(s)] Hiromi Hagi et. al
[Publisher] Seibido
[ISBN]978-4-791-97188-6
[Comments]2200円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業時にはテキストを購入し、持参しておくこと。
授業には必ず辞書（電子辞書可）を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 1 Home Appliances
3. Unit 2 Recreation
4. Unit 3 Restaurants
5. Unit 4 Supermarket Shopping
6. Unit 5 Housing
7. Unit 6 Business
8. ふりかえり
9. Unit 7 Bank & Post office
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 8 Job Hunting
12. Unit 9 Health
13. Unit 10 Tourism:Travel by Land
14. Unit 11 Tourism: Travel by Air
15. まとめ



2019-SJ00009612-85インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TM,TE,TC) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

パソコンを使い、e-learning教材で文法・読解・リスニングの練
習課題に取り組みます。TOEICなどの試験に役立てることがで
きる形式の練習問題を数多くこなすことで、英語力を総合的に
伸ばしていくことを目指します。半期で48ユニットを修了する
ことを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、ビジネスメール等、様々な素材を読解
し、聞き取る練習を通し、英語特有の表現を着実に身に着け
る。毎回の練習によって、様々な状況下で適切な英語表現を使
い分け、英語を意思発信の「ツール」として無理なく使用でき
るようになることを目標とする。(技能)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

最初の授業で配布される進行予定表に従い、自宅、あるいは大
学のPC教室などで毎週2レッスンを学習してください（60
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

復習テスト 50％
　-学期中に学習した48レッスンを試験範囲とする復習テスト
を行います。

平常点 50％
　-授業内での学習態度、自主学習履歴、小テストを含みま
す。
　-毎週4レッスンずつ学習を進めていきます。予定された学習
を終えられなかった場合は、減点の対象となります。

※定期試験期間中に試験は実施しません。 再試験も実施しませ
ん。
※遅刻や居眠り、携帯電話の使用、授業とは関係のない私語な
どは平常点から随時減点します。
※授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3
分の1以上の欠席は単位取得が困難になることがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]reallyenglish

[ISBN]
[Comments]Web教材（前期と同じ教材を使用するため、改
めて購入する必要はありません）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス、Grammar 1
2. Reading 1
3. Listening 1
4. Grammar 2
5. Reading 2
6. Listeining 2
7. Grammar 3
8. Reading 3
9. Listening 3
10.プレイスメント・テスト
11. Grammar 4
12. Reading 4
13. Listening 4
14. 復習テスト
15. 総括



2019-SJ00009612-86インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TA,TL,TK) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

柴田　千秋

◎－－－　概要　－－－◎

スマホ、ドローン、自動運転バスなど科学技術の恩恵を受ける
現代の生活に関する３５０語程度の平易なエッセイを題材にし
たテキストを用い、リーディングとライティングの力を養成し
ます。リーディングでは、各課で使用される重要語句を確認
し、本文を読んだ後、内容の理解度確認の設問に答え、本文の
要約を聞き取って完成する作業を行います。ライティングで
は、本文中に出てくる語句や慣用表現、重要構文を使った作文
の演習をし、内容に関する質問に英語で答えます。最後に自分
の意見を発表することで、自ら発信できる技能を訓練をしてい
きます。また毎回、前回学習した課の簡単な小テストを行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を理解するために必要な語彙を増やす。(知識・理
解)

長文の読み取りに必要な文の構造や論理展開を把握し、要点を
理解する。(技能)

内容に関する英語の設問に英語で的確に答える。(技能)

要約文を書いたり、自分の意見を短い英文で発表できる。(技
能)

自律的な英語学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習については、次回の課を読んで知らない語句を調べてく
る。（３０分）
復習については、前回の課の重要な語句や構文を覚え、英文を
書けるようにする。（４０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点１５％（予習状況、授業での発表、宿題など）(到達目
標③⑤)
授業中の小テスト２５％ (到達目標①)
復習テスト３０％ (到達目標②③④)
定期試験３０％ (到達目標②③④)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Science in Our Daily Life
[Author(s)]小林俊彦、Bill Benfield
[Publisher]成美堂
[ISBN] 9784791934164
[Comments]価格1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず予習して臨み、辞書を持参する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方、評価の仕方などの説明 / Unit 1: Phone Dirt
Reveals Personal Data
2. Unit 2: Driverless Buses
3. Unit 3 Stealth Keys
4. Unit 4: Unfamiliar Sources of Energy
5. Unit 5: Delivery by Drone
6. Unit 6: Uber and its Future
7. Unit 7: Convenience Stores in Japan
8. Unit 8: Learn English with a Robot
9. Unit 9: Noise level and Disease
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 10: Reading Faces
12. Unit 11: Meditation and Sports
13. Unit 12: Digital Disabilities
14: 復習テスト
15: まとめと解説



2019-SJ00009612-87インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TA,TL,TK) R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

谷岡　敏博

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は、英語の読解力と作文力の向上を主眼とする授業で
す。

　　読解力向上については、英語の基本である５文型などを含
むエッセイを
　読み英語読解力アップを目指します。

　　作文力向上については、英語の５文型、動詞などの基本文
法にそった
　平易な日本文の英文への転換時の”コツ”を身につけること
を目指します。
　教材は、教科書と副教材プリント。練習問題を通して文字通
りの訳では
　なく、意味をいかに平易な英語表現や英文で伝えるかの英作
力の習得が
　期待できます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　読解力向上
　・英語の基本である５文型等にそったエッセイを読み英語読
解力の
　　向上を目指します。(技能)

２　作文力向上
　・英語の５文型、動詞などの基本文法にそった平易な日本文
の英文
　　への転換時の”コツ”を身につけることを目指します。
　　(技能)

３　様々なテーマについてのエッセイの内容から知識、教養が
増します。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・本文(長文)の予習が望ましい(最低30分）。そのために指針や
ヒントに
　なるプリントを配布します。
・各レッスンの文法問題なども予習時に積極的に挑戦してほし
い。
　授業中に個別に質問、解答チェックに応じます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合で、注意
事項も含め総合評価します。

・期末の定期試験 　・・・約９０～８５％(到達目標１，２）
・授業での発表　　 ・・・約１０～１５％（到達目標１，２）
・ボランティア得点 ・・・積極的な発表に２点/回を加算する
(到達目標２）

注意：欠席過多の場合「授業での発表」の点から減点する場合
がある。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
　Elementary English:Reading & Writing

[Author(s)]
  　T.Sato, M. Ito
[Publisher]
  　南雲堂

[ISBN]
　978-4-523-17779-1
　　
[Comments]
　2015年発行、1900円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業で言及します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・英和、和英辞書持参するとより効率よく受講ができま
す。
・向上心、好奇心、積極性を持って授業に臨んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週の予定
１ オリエンテーション シラバス解説他
２ ５つの基本文型　　読解と英作文練習他
３ 動詞　読解と英作文練習他
４ 進行形・未来形・助動詞　読解と英作文練習他
５ 名詞・冠詞・代名詞 　読解と英作文練習他
６ 前置詞・接続詞　　読解と英作文練習他
７ 形容詞・副詞と比較級　　読解と英作文練習他
８ 不定詞　　読解と英作文練習他
９ 動名詞と分詞　　読解と英作文練習他
10 プレイスメントテスト
11 疑問文・Itの特別用法　読解と英作文練習他
12 受動態　　読解と英作文練習他
13 完了形　　読解と英作文練習他
14 接続詞   読解と英作文練習他
15 仮定法  　読解と英作文練習他
　　復習、試験解説

　＊一部順番を入替えカバーする場合あり。



2019-SJ00009612-88インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TA,TL,TK) R&W-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will develop their reading, visual literacy and writing skills.
There will be homework each week. Homework will include review
of lesson content, vocabulary practice, reading and writing. There will
be a 中間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to read a short passage and understand simple
visuals.(技能)

2. Students will be able to write their opinions on a variety of
topics.(技能)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand a
variety of real life situations.(知識・理解)

4. Students will actively engage in English learning to improve their
study  skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading graded readers (30 min), writing book reports (15 min) and
studying vocabulary on Quizlet (25 min). Students should review the
content of the textbook and vocabulary which has been taught in class
(50 min). In addition, students should prepare for the 中間 test in
week 8 and final test in week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2, 3 & 4)
20% Homework and book reports (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% 中間 Test (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% Final Test (到達目標1, 2, 3 & 4)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, homework, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking
Foundations A  (Second Edition)　
[Author(s)] Laurie Blass & Mari Vargo
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-0-35-736603-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should bring their graded reader to class every week
and submit four book reports (details will be given in class).
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class. Please write your name, student number and class
on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: introduction and course outline. HW
(Homework): student profile and vocabulary.
2. Unit 1 Our World Reading 1. HW: reading and vocabulary.
3. Unit 1 Our World Reading 2. HW: reading and vocabulary.
4. Unit 1 Our World Writing. HW: review Unit 1, book report
and vocabulary.
5. Unit 2 Career Paths Reading 1. HW: reading and vocabulary.
6. Unit 2 Career Paths Reading 2. HW: reading and vocabulary.
7. Unit 2 Career Paths Writing. HW: review Unit 2, book report
and vocabulary.
8. 中間 Test: Units 1 & 2 (25%)
9. Unit 3 Adventure Reading 1. HW: reading and vocabulary.
10. Placement Test
11. Unit 3 Adventure Writing. HW: review Unit 3, book report
and vocabulary.
12. Unit 4 The Visual Age Reading 1. HW: reading and
vocabulary.
13. Unit 4 The Visual Age Reading 2. HW: reading and
vocabulary.
14. Unit 4 The Visual Age Writing. HW: review Unit 4, book
report and vocabulary.
15. Final Test: Units 3 & 4 (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.eltngl.com/sites/pathways/student-resources/
reading-and-writing/foundations/student-book-audio-
foundations)
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武田　桂依

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは検定対策英語の受験、特に社会的ニーズ性の高
いTOEIC®試験のスコアアップを念頭に、実践的なトレーニン
グと、TOEIC®テストを攻略するための基礎体力を徹底養成す
ることを目的に作成された教材を中心に学習していきます。
TOEIC®の全７パートの出題形式を踏まえたうえで、学生個人
に必要なもの(語彙、文法、出題される状況の背景など)を把握
し、弱点を補いながら、学期を通して、TOEIC®の新形式対応
した教材(準中級編　目標スコア450̃500)使って指導していきま
す。
また、学期内で2度のユニットテストを実施することで、学生
の授業内容の把握度を確認していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC®の英語の速度やリズムに慣れ、また、４つの異なる話
者のアクセントを聞き取ることができるようになること。(技
能)

各パーツの出題形式を理解し、対応できようになること。ま
た、英文を正確かつ早く理解できるように、速読力を身に付け
ること。(技能)

英文を読む力を伸ばすのに必要な語彙をテーマごとに増加する
こと。(知識・理解)

クラスを通してTOEIC®の攻略方法をしっかりと身につけ、学
生個人が自主的に学習に取り組むことができるようになるこ
と。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の週で学習するUnitの単語を調べ、リスニングとスク
リプト補充問題を事前に解いてくること。
復習：学習したUnitを見直し、特に自分が間違った問題を再度
やり直すことなどの自主的学習をする。

このクラスでは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
＊平常点：30％（学習状況、復習テスト、課題提出など）
＊ユニットテスト(1)35％ (英語の聞き取り力、語彙や読解の理
解度)
＊ユニットテスト(2)35％ (英語の聞き取り力、語彙や読解の理
解度)

このクラスでは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster For The TOEIC® L&R Test Pre-
Intermediate
[Author(s)]Yumiko Mizoguchi, Machiko Ya
nagita
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764740891
[Comments]2019年版　テキスト価額￥2.000(税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*毎回、前の週の復習テストがあるので、必ず前回の学習
した内容を復習してくること。
*毎回、必ず辞書持参で授業に出席すること。
*課題が与えられた場合は次の週に課題を提出すること。
*欠席が度重なると、単位取得が難しくなる場合があるた
め、欠席する場合は必ず事前に報告すること。
*理由なしの欠席、遅刻によるテストの実施はしません。
*必ずしもシラバス通りに進まない場合があります。
*このクラスは10週目に大学が実施するプレイスメントテ
ストを予定しています。
*質問や連絡事項は必ず　kayeish@icloud.com　までメール
をするようにお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction：受講上の注意、進み方、課題や評価方法な
どの説明。TOEIC® L&R のプレスメント・テストを実施
します。(２回以降は、下記の通りテキストに沿って各
テーマについて学習します。)
2. Unit 1: Travel (学習内容：旅行関連の語句や表現、名詞)
3. Unit 2: Dining Out
(学習内容：食事、料理関連の語句や表現、形容詞)
4. Unit 4: Entertainment (学習内容：エンターテインメント
関連の語彙や会話、時制)
5. Unit 5: Purchasing (学習内容：買い物に関する語句や表
現、動詞)
6. Unit 6: Clients (学習内容：顧客取引に関連する語句や表
現、能動態/受動態)
7.　ユニットテスト (1)
8.Unit 7: Recruiting (学習内容：求人採用に関連する語句や
表現、動名詞/不定詞)
9.　Unit 8: Personal (学習内容：人事に関連する語句や表
現、代名詞)
10.「プレイスメントテスト」
11.Unit 9: Advertising (学習内容：広告や宣伝に関連する語
句や表現、比較級)
12.　Unit 10: Meetings (学習内容：会議に関連する語句や表
現、前置詞)
13. Unit 11: Finances (学習内容：予算と費用に関連する語句
や表現、接続詞)
14. Unit 12: Offices (学習内容：オフィスに関連する語句や
表現、前置詞/接続詞)
15 ユニットテスト(2)
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西村　恵

◎－－－　概要　－－－◎

社会的ニーズの高いTOEICテストの受験を念頭に、主にリスニ
ングとリーディングの実践的なトレーニングを中心に行いま
す。毎回TOEICテストの形式に沿ったテキストのリスニング問
題・リーディング問題を練習することで、テスト形式に慣れ、
受験のテクニックだけでなく、語彙や英文法も含めた総合的な
英語力を強化します。また、テキスト付属のテストや、実際の
TOEICテストの練習問題なども用いて実践練習も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの問題形式に慣れ、その解法のポイントを習得す
る(知識・理解)

TOEICテストのスコアアップのみならず、英語でのコミュニ
ケーションに必要な総合的な英語力の向上を目指す(知識・理
解)

リスニング・リーディングの両セクションにおいては、問われ
ている内容に対する答えを見つける練習を行い、英語だけで文
を理解できるようになることを目指す(技能)

文法のパートでは、これまでに学習した文法事項を確実に定着
させ、より正確な文法を身に着けることを目指す(技能)

TOEICテストに対する理解を深め、その受験へ向けて準備を行
う(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：
テキストにおける各Unitの最初のページにある「Vocabulary」
の問題を解く

復習：前回間違えた問題を中心に復習

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業点：40％
（授業中の発表内容等、演習問題の正答率、小テスト等の点
数、演習問題の解答・正解（数）やノートをきちんと取ってい
るかを総合的に判断する）
※授業に関係の無いこと（私語、携帯電話の操作など）を行っ
ていた場合、授業点から減点します

・リスニング・テスト：10％
（授業中に学習したTOELCテストのリスニング・セクションの
解き方を復習し、TOEICテスト形式のリスニング問題を正確に
解答できるかを評価の基準とする）

・定期試験：50％
（授業中に学習した内容を中心に、TOEICテストのリーディン
グ・セクションに関する問題を正確に解答できるかを評価の基
準とする）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] PRIMARY TRAINER FOR THE TOEIC® L&R　TEST
[Author(s)] Junnosuke Hamasaki
[Publisher]センゲージ・ラーニング
[ISBN]978-4-86312-355-7
[Comments]テキスト価格￥2,100（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業で、授業中に配布するプリントの演習問題の
点数、授業中に行う小テストの点数、発表点などが授業点
の中に加算されます。よって、授業を欠席するとそれらを
含む授業点（毎回の練習プリント、小テスト、課題、発表
など）の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合
があります。
・毎回、辞書を持参すること。
・スマートフォンを辞書として使用することは許可しませ
ん。必ず（電子）辞書を準備すること。
・テキストを必ず購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：授業の進め方と出欠評価などにつ
いての説明を受けます。
（2回～14回は、下記の通りテキストに沿って各テーマを
学習します。）

2.Unit 1　TOEIC L&Rテストの全体像を知る
3.Unit 2　人物の動作に注目する
4.Unit 3　疑問詞を聞き取る
5.Unit 4　物の位置・状態を表す表現を身に付ける
6.練習問題
7.Unit 5　話がかみ合う応答を選ぶ
8.Unit 6　設問を先読みする
9.Unit 7　文脈を意識する
10.プレイスメント・テスト
11.Unit 8　動名詞とto不定詞を理解する
12.Unit 9  手紙の特徴を理解する
13.Unit 10 代名詞を理解する
14.Post-test
15.リスニング・テスト、まとめ
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ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will learn and practice skills to prepare for
tests such as TOEIC or TOEIC Bridge. We will not work on TOEIC
skills only: a main focus of the course will be on vocabulary study.
Homework for this class will be vocabulary practice. In most lessons
there will be a vocabulary quiz to test whether students are effectively
using vocabulary learning strategies.
There will be a mid-term TOEIC-style test in week 8, and a week 15
test.
There is no attendance requirement for this course. However, weekly
vocabulary tests will be given at the start of each lesson, so on-time
attendance is necessary. Much of the lesson time will be spent on
TOEIC test-taking strategy instruction, which will be to students’
benefit in the mid-term test and final test. Actively participating in
class-time activities is strongly recommended.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒はTOEICやTOEIC Bridgeなどのテストに役立つテスト用
の英語スキルを学びます。(技能)

2. 生徒は効果的な語彙学習戦略を実践します。(技能)

3. 生徒は数多くの単語の意味を学びます。140単語以上がテス
トされます。さらに他の単語も解説、デモンストレーションさ
れます。(知識・理解)

4. 生徒はTOEICテスト問題の傾向を学び、テスト内の各セク
ションの引っかけ問題を対処する方法を学びます。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to produce vocabulary study tools, and use them
effectively. These materials must be submitted as part of the
assessment. Students will benefit from studying the vocabulary during
the week in their own time. (30 minutes)
Before the week 8 and week 15 tests, students should review the
content of the textbook (30 minutes). However, the test questions will
NOT come from the textbook.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly vocabulary tests and textbook tests: 40% (到達目標1, 2, 3, 4)
Vocabulary-learning tools checks: 10% (到達目標2, 3)
Midterm TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)
Week 15 TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Next Step to the TOEIC Test
[Author(s)] Yasunami Seisuke & Richard S. Lavin
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 978-4-255-15582-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

You must bring your vocabulary learning materials, your
textbook, a dictionary, and pens/pencils to class.
If you are absent or late for a weekly vocabulary quiz, there is no
opportunity to take that quiz at a later date. You must be in the
classroom when the class starts.
Vocabulary learning materials must be submitted for two of the
three checks. They must be given on time. Late submissions will
not be accepted.
If you are absent for either the week #8 test or the week #15 test,
you must contact the teacher to organise a make-up test.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction and Vocabulary Learning
2- Unit 1: Campus Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4.
3- Unit 2: Student Life. Vocabulary, TOEIC parts 4, 5.
Vocabulary-learning tools check #1. Vocabulary test 1.
4- Unit 3: Eating and Drinking. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 7. Vocabulary test 2.
5- Unit 4: Shopping. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 3.
6- Unit 5: Health. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 4.
7 - Unit 6: Business Situations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4 , 5, 7. Vocabulary-learning tools check #2. Vocabulary test 5.
8- Mid-term test
9- Unit 7: Daily Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary test 6.
10- PLACEMENT TEST
11- Unit 9: Entertainment. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 8.
12- Unit 10: Trips and Vacations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2,
3, 4, 7. Vocabulary test 9.
13- Unit 11: Meetings. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary-learning tools last-chance check. Vocabulary test 10.
14- Unit 14: Communications. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 5, 7.
15- Week 15 test
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河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICのスコアアップを目標に、グローバル社
会で必要とされる実用的かつ総合的な英語能力を養成します。
TOEIC® Listening & Readingテストに頻出するジャンル別に頻
出の語句や問題をこなすことができるテキストを使用します。
TOEICテスト受験のテクニックだけではなく、毎授業において
行う小テスト、ディクテーションや文法知識の確認を通して、
語彙力や文法力を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC形式の問題を繰り返すことで問題形式に慣れる(技能)

TOEICの頻出語句や文法事項を習得することができる(知識・
理解)

学んだ英語の表現を日常生活において使用できるようになる
(技能)

聞き取りを通して、内容のポイントを抑えることができるよう
になる(技能)

課題に取り組むことはもちろん、授業外においても、積極的に
英語に触れるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング問題には毎日触れるようにして
ください。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
小テスト20％（計10回）
リスニングテスト10%
定期試験40％
※定期試験を受験しなかった場合は、その他の評価の如何にか
かわらず、科目を放棄したことになるので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC® L&R TEST Pre-
Intermediate
[Author(s)]溝口優美子　柳田真知子
[Publisher]金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4089-1
[Comments]テキスト価格￥2,000+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 Travel（旅行に関する語句、名詞）
3. Unit 2 Dining Out (食事に関する語句、形容詞)
4. Unit 3 Media (メディアに関する語句、副詞)
5. Unit 4 Entertainment (エンターテインメントに関する語
句、時制)
6. Unit 5 Purchasing (買い物に関する語句、主語と動詞の一
致)
7. Unit 6 Clients (顧客との取引に関する語句、能動態・受動
態)
8. Unit 7 Recruiting (求人・採用に関する語句、動名詞・不
定詞)
9. Unit 8 Personnel (人事に関する語句、代名詞)
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 9 Advertising (広告・宣伝に関する語句、比較)
12. Unit 10 Meetings (会議に関する語句、前置詞)
13. Unit 11 Finance (予算、費用に関する語句、接続詞)
14. Unit 12 Offices (オフィスに関する語句、前置詞と接続
詞の違い)、リスニングテスト
15. 総括
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桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

一年次で学んだ内容を踏まえ、TOEICテストのさらなるスコア
アップのための学習を行います。語彙力強化やリスニングと
リーディング練習を通して、ビジネスやグローバル社会で必須
の英語運用能力を身につけます。国際ビジネスに関連した
Emailやレター、社内文書ややり取り、旅程等を教材として学
習し、英文法を復習しながら実践的なコミュニケーション能力
を養います。受け身な学習に偏らないように、ペアやグループ
での協働学習をとおして英語２技能の向上に取り組みます。英
語特有の発音やイントネーション、音の変化や強弱のリズムの
特徴を学び、ソロやペアで何度も音読練習していきます。ま
た、生の英語のスピードや発音に触れるため、オンラインで動
画（英語）を視聴し、自律的学習へとつなげます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ビジネスに関する英文や対話文を聞き、大意や必要な情報を把
握できるスキルの向上。(技能)

ビジネスに関する英文を読み、要点や大切な情報を的確に理解
できるスキルの向上。(技能)

TOEIC頻出の語彙力を伸ばす。(知識・理解)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットにあるBrush up とExerciseを解いてくる。(45
分)

復習：既習ユニットの間違ったところを確認し、英文を再聴
し、音読する。単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極性な
ど）４０％
* 課題１０％
* テスト２回：２５％＋２５％＝５０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）
により、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をと
ります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Mastery Drills for the TOEIC L&R Test
[Author]　Koji Hayakawa
[Publisher]　桐原書店
[ISBN]　 978-4-342-55015-7
[Comments]　1700円（＋税）初回授業時に持参

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 教科書を購入して、第一回目の授業時から持参して下さ
い。
* 毎回遅れずに出席し授業に参加すること。出席しても授
業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がります。
授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表、
テスト等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場
合があります。
* 自発的な発言や質問、発表などの積極性が大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：シラバス、授業の進め方、英
語学習方法等についての説明、自己紹介（英語）
2. Unit 1.人物の動作と状態Part 1、表・用紙Part 7
3. Unit 2. 疑問詞を使った疑問文Part 2、広告Part 7
4. Unit 3. 日常場面での会話Part 3、品詞Part 5
5. Review & Online English learning
6. Unit 4.アナウンス・ツアーPart 4、動詞Part 5
7. Unit 5.物の状態と位置Part 1、チャットPart 7
8. Test 1 & Review
9. Unit 6.基本構文（依頼/提案・勧誘/申し出）と応答の
決まり文句 Part 2、手紙・EメールPart 7
10. プレイスメントテスト
11. Unit 7.電話での会話 Part 3、代名詞・関係代名詞
Part 5
12. Unit 8.ラジオ放送・宣伝 Part 4、接続詞・前置詞
Part 5
13. Review & Online English learning
14. Unit 9.Yes/No疑問文Part 2、ダブルパッセージ（2つ
の文書）Part 7
15. Test 2 & Review

進行状況により変更になる場合があります。



2019-SJ00009612-94インターミディエイト・イングリッシュⅡ「T(TA,TL,TK) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①　大学英語の文法知識を身につける。(知識・理解)

②　大学レベルの英語を聞き取ることができる。(技能)

③　大学レベルの英語を読み解くことができる。(技能)

④　授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します（60分）。
　復習段階では、一回で合格することができなかったレッスン
を中心に、定期的にe-learningの問題を解きなおしてください
(30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平素の学習状況５０％：授業中の学習への取り組みおよびコ
ンピュータの学習履歴によって、主体的に学習に取り組んでい
るかを評価します。
・復習テスト５０％：リスニング、文法、リーディングの問題
を通して、上記の英語スキルが身についているかどうかを評価
します。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]Really English
[ISBN]
[Comments]5000円程度。インターネット教材であるために
ISBNはない。前期に引き続いて、後期も同じ教材を使用
するため、改めて購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．オリエンテーション
2. Grammar 1
3. Reading 1
4. Listening 1
5. Grammar 2
6. Listening 2
7. Reading 2
8. Grammar 3
9. Reading 3
10. プレイスメント・テスト
11. Listening 3
12. Grammar 4
13. Reading 4
14. Listening 4
15. 復習テストとまとめ



2019-SJ00009613-78インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

岡裏　佳幸

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、科学英語のテキストを用いて、リーディングと
ライティングの力を養成する。リーディングについては、科学
に関する150語程度の英文を使用し、センスグループ・リー
ディングの方法を指導する。音声を効果的に使用することに
よって、読む力だけでなく聴く力も養成する。また、ライティ
ングについては、科学分野の基本語彙を指導しながら、語彙レ
ベルから句レベル、さらには文レベルへと発展させる力を養成
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

科学英語の基本語彙約1,000語を習得することができる。(知
識・理解)

科学分野に関する基本的な会話と英文の内容を理解できるよう
になる。(知識・理解)

科学分野に関する基本的な英文を書くことができるようにな
る。(技能)

積極的に課題に取り組み、自律的学習を行うことができるよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習]
会話と英文の音声を繰り返し聴き、内容を理解できるように努
めること。
各項目の解説を読み、EXERCISEを解くこと。
[復習]
語彙の復習を中心として、会話、英文の音読を繰り返し、セン
スグループ・リーディングの練習をすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
学習状況、復習テスト、定期試験等で総合的に評価する。
　　学習状況　　　　　　　　　　　　　　40%
　　復習テスト　　　　　　　　　　　　　40%
　　定期試験　　　　　　　　　　　　　　20%
学習状況については、授業中のペアワークなどへの取り組み、
授業外学習における課題への取り組みによって、評価する。
全回出席し、授業に参加することを前提として、成績評価を行
う。したがって、欠席した場合、その回の学習機会を失うこと
になるため、1回につき－6点、とする。なお、授業開始後20分
までに入室した場合は、遅刻扱いとし、－2点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　　　プレステップ理系の基礎英語
[Author(s)]　岡裏佳幸
[Publisher]　弘文堂
[ISBN]　　　978-4-335-00083-6
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。
他の科目の教材等を机の上、中に置かないこと。
授業中の居眠り、携帯電話・スマートフォンの使用、飲
食、無断退室を禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Introduction：授業の進め方等
　　　第2回から、テキストに沿って各章のテーマに
　　　ついて指導する。
2.  第1章 算数
3.  第2章 数から式へ
4.  第3章 図形
5.  第4章 関数
6.  第5章 測定
7.  第6章 原子と元素
8.  第7章 電気と磁石
9.  第8章 力と運動
10.  第9章 動植物の世界
11.  第10章 農業
12.  第11章 現代の地球環境
13.  第12章 地球環境問題への対応
14.  復習テスト
15.  復習テストの解説とまとめ
※毎回、各章のDialogueの説明、EXERCISESの解説、
Readingの説明、Dialogueの練習、Readingの音読を行う。



2019-SJ00009613-79インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では主に以下の三つの活動に取り組みます。

(1) TED（Technology Entertainment Design）は、世界中の著名人や
一般人による講演会を開催・配信している非営利団体です。授業
では、「ideas worth spreading (広める価値のあるアイデア)」の精
神の下で披露された様々なジャンルの英語によるプレゼンテー
ションをオンラインで視聴します。英語と日本語の字幕やトラン
スクリプトを活用して読む活動も行い、内容の理解を深めつつ生
の英語や熱く語られるメッセージの醍醐味を味わいます。

(2) 異なるテーマや場面に関するロールプレイ活動を英語で行い
ます。モデルダイアローグを聞き、音読し、ペアで内容を書き直
し、練習し、発表までつなげます。英語特有の発音やイントネー
ション、音の変化や強弱のリズム等を学び、発表に活かします。

(3) アカデミックな内容のパッセージを英語で読み、聞き、ノー
トをとり、要点を書く学習に取り組みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のプレゼンテーション（字幕を読みながら）を視聴し、生の
英語の速度や発音に慣れ、大意を理解するスキルの向上(技能)

英文パッセージを読み、要点や大切な情報を的確に理解できるよ
うになる(技能)

他の学習者と協力して、英語ダイアローグを作成し、音読練習
し、発表することができる(技能)

自律的な英語学習者になるよう、自主的にオンラインを利用して
英語学習に取り組むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布プリントの英文を読み、語彙のセクションに取り組
む。オンライン教材を視聴する。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。既習
教材の単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極な発言
等）４０％
* 課題＆発表３０％
* Final Test（期末テスト）３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再
試験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）に
より、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をとりま
す。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments] 指定の教科書はありません。授業プリントを
使用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 毎回、授業プリントを入れるフォルダー（A4サイズ）、
ノート、及び辞書を持参して下さい。
* 毎回出席し、積極的に授業に参加すること。出席しても
授業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がりま
す。自発的な発言や質問、発表が大切です。
* 授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表
等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合があ
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、評価法等につ
いて、Self-introduction
2. Lecture: Orientation for College Courses, Note-taking (講
義ノートの取り方), & English pronunciation (発音)
3. TED 1 (TED: Ideas worth spreading) イントロダクショ
ン& Role play 1 (Reading)
4. TED 2 & Role play 2 (Writing)
5. TED 3 & Role play 3 (Practice)
6. Review
7. TED 4 (課題プリント) & Role play 4 (Presentation)
8. Reading 1: Sleep
9. Reading 2: Good health & Role play 1 (Reading)
10. Reading 3: Vision and attention & Role play 2 (Writing)
11. Writing: Resume & Role play 3 (Practice)
12. Music (Reading lyrics) & Role play 4 (Practice)
13. Music (課題プリント) & Role play 5 (Presentation)
14. Review & TED 4
15. Final Test

進行状況により変更になる場合があります。



2019-SJ00009613-80インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) R&W-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them read
and write in English with greater confidence. Students will do pair
work and speak with one another in English in class. There will be
homework for students to complete each week. Homework will
include vocabulary practice and review of lesson content. In most
lessons, there will be a period of quiet reading time for about 10
minutes. There will be four tests during the course. There is no final
exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn how to write a short essay.(知識・理解)

Students will learn how to write about different topics.(知識・理解)

Students will learn how to write better sentences in English. (知識・
理解)

Students will practice skills of reading English quickly. (技能)

Students will learn how to guess what they are going to read about.
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading and vocabulary exercises (30 minutes). In addition,
students should review vocabulary which has been taught in class.
Students should read their English library book at home (30 minutes).
Before each test, students should review the content of the textbook (1
hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation     15%
Book reports 15%
Homework / Writing      30%
In-class Tests 40%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] PATHWAYS FOUNDATIONS A
[Author(s)] LAURIE BLASS & MARI VARGO
[Publisher] HEINLE CENGAGE LEARNING
[ISBN] 9781305112681
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, reading book
and writing materials to every lesson.
There is a class blog which students are expected to check on a
regular basis.
Students should contact the teacher by e-mail as soon as possible
if they are going to miss class.  To pass this course, students
must actively participate in all class practice.

The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

WEEK 1. Names / Introduction to course. Homework: preview
vocabulary; reading.
WEEK 2. Unit 1 Lesson A Identifying purpose. Homework:
preview vocabulary; reading.
WEEK 3. Unit 1 Lesson B Reading a summary. Homework:
preview vocabulary; writing; reading.
WEEK 4. Unit 1 Lesson C Writing. Homework: review Unit 1;
Reading.
WEEK 5. Test 1 Unit 2 Lesson A  Previewing. Homework:
preview vocabulary; reading.
WEEK 6. Unit 2 Lesson B Biographical profiles. Homework:
preview vocabulary; reading.
WEEK 7. Unit 2 Lesson C Writing.  Homework: review Unit 2;
reading.
WEEK 8. Test 2 Unit 3 Lesson A.  Homework: preview
vocabulary; reading.
WEEK 9. Unit 3 Lesson A Previewing. Homework: preview
vocabulary; reading (Lesson B exercises).
WEEK 10. Unit 3 Lesson B check answers for reading exercises.
Infographics.
WEEK 11. Unit 3 Lesson C Writing. Homework: review Unit 3;
reading.
WEEK 12. Test 3 Unit 4. Lesson A. Homework: preview
vocabulary; reading.
WEEK 13. Unit 4 Lessons B & C.  Understanding main ideas
and supporting ideas.  Homework: preview vocabulary; reading.
WEEK 14. Test 4 Lesson C Writing.  Homework: reading.
WEEK 15. Final writing & Final book report



2019-SJ00009613-81インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パートを解
き対策を学ぶと共に、問題文の精読と聴き取りを解説を挟みな
がら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向上を
目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重要語
彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める。
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットのKey Vocabularyから小テスト
を行うので、復習してくること。
・次週のユニットのKey Vocabularyや取り上げられている文法
項目を予習してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験およびリスニングテスト、小テスト、授業中の質疑応
答などから、以下の割合を目安として総合的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Full Gear for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] M. D. Stafford, C. Tsumatori, and K. Matsui
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4064-8
[Comments]2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1  Events
3. unit 2  Eating Out
4. unit 3  Shopping
5. unit 4  Office
6. unit 5  Housing
7. unit 6  Community
8. unit 7  Facilities
9. unit 8  Personnel
10. unit 9  Meetings and Workshops
11. unit 10  Transaction and Finance
12. unit 11  Travel
13. unit 12  Health
14. unit 13  Letter and Email
15. リスニングテスト



2019-SJ00009613-82インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

正宗　聡

◎－－－　概要　－－－◎

　各種の英語資格検定のうち、社会的ニーズの高いとされてい
る TOEIC試験を扱った教材をもとに、もしこの試験を受けるこ
とがあれば、少しでも役立つようなことをお伝えする授業で
す。この授業において、リスニング力、リーディング力をト
レーニングしたいと思います。この二つの能力を支える英語の
基礎力も、みなさんの今の状態よりも向上するように、こちら
も努めます。なお、１回の授業、90分の中で、教材から発展す
るような形で、英語圏の動画による英語の聞き取り、読み取り
なども行いたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のリスニング力が現在よりも向上すること(技能)

英語のリーディング力が現在よりも向上すること（内容把握時
間のスピードアップ）(技能)

英語の基本構造に関する理解を深めること(知識・理解)

英語圏で作られた映像を鑑賞し、異文化を理解すること。(知
識・理解)

積極的に授業に参加すること（宿題、ペア練習等）(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

宿題は毎回、課しますし、その答え合わせを次の授業の初めに
行います。あいている時間をうまく活用して（お昼からの授業
だったら、昼休み早めに教室に来てやるなど）、取り組んでく
ださい。授業中、配るプリントにやるべき宿題を用意していま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記、各到達目標の達成度を評価すべく、基本的には以下の通
りです。

①授業中の作業30パーセント、②定期試験70パーセントです。

授業の進行具合によってはこの割合は多少、変更する場合もあ
ります。その際は、授業にてしっかりとお伝えします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  Power-Up Practice for the TOEIC Listening and Reading
Test
[Author] Kazumichi Enokida ほか
[Publisher]　英宝社
[ISBN] 978-4269660526

◎－－－　参考書　－－－◎

授業が始まってから、必要が生じたときには授業中に紹介
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・予習（復習）をしっかり行い、辞書を毎回、必ず持参し
てください（電子辞書でも構いません）。
・音声教材は各自、ダウンロードできる形式の教科書で
す。
・携帯、スマートフォン等、授業中は完全にオフにしてく
ださい。そして何よりも「授業に無関係の、無駄な」私語
を慎んでください。他の受講生のかたに迷惑を絶対にかけ
てはいけません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書に沿って、以下のように毎回１章のペースで進めた
いと思います。以下、教科書の毎回異なる「トピック」を
記します。

第1回　授業のイントロダクション、
就職活動
第2回　食事
第3回　会議
第4回　旅行 (1)
第5回　エンターテインメント (1)
第6回　オフィス
第7回　買い物
第8回　復習
第9回　エンターテインメント (2)
第10回　セールスとマーケティング
第11回　技術
第12回　健康
第13回　経営企画（* 教科書では15章）
第14回　旅行 (2)
第15回　総まとめ



2019-SJ00009613-83インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

西村　恵

◎－－－　概要　－－－◎

社会的ニーズの高いTOEICテストの受験を念頭に、主にリスニ
ングとリーディングの実践的なトレーニングを中心に行いま
す。毎回TOEICテストの形式に沿ったテキストのリスニング問
題・リーディング問題を練習することで、テスト形式に慣れ、
受験のテクニックだけでなく、語彙や英文法も含めた総合的な
英語力を強化します。また、テキスト付属のテストや、実際の
TOEICテストの練習問題なども用いて実践練習も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの問題形式に慣れ、その解法のポイントを習得す
る(知識・理解)

TOEICテストのスコアアップのみならず、英語でのコミュニ
ケーションに必要な総合的な英語力の向上を目指す(知識・理
解)

リスニング・リーディングの両セクションにおいては、問われ
ている内容に対する答えを見つける練習を行い、英語だけで文
を理解できるようになることを目指す(技能)

文法のパートでは、これまでに学習した文法事項を確実に定着
させ、より正確な文法を身に着けることを目指す(技能)

TOEICテストに対する理解を深め、その受験へ向けて準備を行
う(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：
予習用単語プリントの問題を解く

復習：前回間違えた問題を中心に復習

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業点：40％
（授業中の発表内容等、演習問題の正答率、小テスト等の点
数、演習問題の解答・正解（数）やノートをきちんと取ってい
るかを総合的に判断する）
※授業に関係の無いこと（私語、携帯電話の操作など）を行っ
ていた場合、授業点から減点します

・リスニング・テスト：10％
（授業中に学習したTOELCテストのリスニング・セクションの
解き方を復習し、TOEICテスト形式のリスニング問題を正確に
解答できるかを評価の基準とする）

・定期試験：50％
（授業中に学習した内容を中心に、TOEICテストのリーディン
グ・セクションに関する問題を正確に解答できるかを評価の基
準とする）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Level-up Trainer for the TOEIC® TEST, Revised Edition
[Author(s)] Ayako Yokogawa, Tony Cook
[Publisher]センゲージ・ラーニング
[ISBN]978-4-86312-294-9
[Comments]テキスト価格￥2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業で、授業中に配布するプリントの演習問題の
点数、授業中に行う小テストの点数、発表点などが授業点
の中に加算されます。よって、授業を欠席するとそれらを
含む授業点（毎回の練習プリント、小テスト、課題、発表
など）の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合
があります。
・毎回、辞書を持参すること。
・スマートフォンを辞書として使用することは許可しませ
ん。必ず（電子）辞書を準備すること。
・テキストを必ず購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：授業の進め方と出欠評価などにつ
いての説明を受けます。
（2回～14回は、下記の通りテキストに沿って各テーマを
学習します。）

2.Unit 1　テスト形式を知る
3.Unit 2　基本戦略①
4.Unit 3　基本戦略②
5.Unit 4　英文の基本構造を見抜く
6.練習問題
7.Unit 5　解答根拠の登場順
8.Unit 6　正解の言い換えパターンを知る
9.Unit 7　機能疑問文を聞き取る
10.練習問題
11.Unit 8　動詞の時制を見極める
12.Unit 9  接続詞 vs 前置詞
13.練習問題
14.Post-test
15.リスニング・テスト、まとめ



2019-SJ00009613-84インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) ESP-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

岩崎　一恵

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語検定試験の受験を念頭に置
き、リスニング分野、リーディング分野のトレーニングを通し
て、語彙の拡充、文法事項の確認、さらに文化的背景の理解を
深めることにより、英語の総合力の増強を図ります。１・２年
次に学習した内容を踏まえて、さらに高度な内容に取り組み、
スコアアップを目指します。テキストはTOEIC受験に備えたも
のを用いますが、プリントなどによりTOEFL、STEP、IELTSの
問題演習なども行います。原則として、毎回ミニテストを行い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種主要英語検定の目的・特徴・違いを知ることができる(知
識・理解)

TOEIC Testの出題形式の特徴を知ることができる(知識・理解)

TOEIC TestのPart 1̃7のそれぞれの解放のコツを習得できる(技
能)

１・２年次の学習より高度な学習を行うことにより、さらにレ
ベルアップした英語力が習得できる(技能)

予習をすることにより、授業において自分の着目すべきポイン
トがわかる(技能)

復習をすることにより、英語力を確実なものにすることができ
る(技能)

自律的な英語学習を行うことによって、緊張感をもって、積極
的に授業参加できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は必須です。授業は予習（60分）をしてきていることを前
提に行います。次の授業で行うUnitの各演習を行ってきます。
詳しい予習のやり方は初回の授業で指示します。予習において
はテキストの問題演習を行い、特に「自分が良く分からないと
ころはどこなのか」を明らかにしましょう。また、ミニテスト
のために復習（30分）を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
授業中の活動（受講態度・授業への貢献度・小テスト）…30％
最終総合試験(インクラス)…30%
定期試験…40％
上記の割合を目安とする。ただし、本時受講期間中に各種英語
検定試験を受験した場合、その結果の証明を添えて報告した場
合、これを成績評価に加味することがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]ESSENTIAL APPROACH FOR THE TOEIC L&R Test-
Revised Edition
[Author(s)]Naoko Osukaほか
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7189-3
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業はテキストを持参のうえ、必ず出席すること。
毎時間テキスト・辞書・筆記用具（鉛筆・消しゴム）など
を持参すること。授業中の携帯電話・スマートフォン・タ
ブレットなどの使用、ほかの授業の予習復習など本時に関
係のない行為、飲食などは禁止。欠席・遅刻・授業中のト
イレ退出は厳に慎むこと。その他詳細については、初回の
授業で説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業ガイダンスと各種検定試験の概要な
ど）
2. Unit 1 Arts & Amusement
3. Unit 2 Lunch & Parties・確認テスト1
4. Unit 3 Medicine & Health・確認テスト2
5. Unit 4 Traffic & Travel・確認テスト3
6. Unit 5 Ordering & Shipping・確認テスト4
7. Unit 6 Factories & Production・確認テスト5
8. Unit 7 Research & Development・確認テスト6
9. Unit 8 Computer & Technology・確認テスト7
10. Unit 9 Employment & Promotions・確認テスト8
11. Unit 10  Advertisements & Personnel・確認テスト9
12. Unit 11 Telephone & Messages・確認テスト10
13. Unit 12 Banking & Finance・確認テスト11
14. Unit 13 Office Work & Equipmwnt・確認テスト12
15. インクラス最終総合試験



2019-SJ00009613-85インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TM,TE,TC) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will review basic English grammar, with the goal of using it for
speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will
be vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参
加できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事
ができるようになります。(技能)

3. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

4. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英
語の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

5. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理
解します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes). Students must have a dictionary or
dictionary application and must use it during class. A word list will be
published on the teacher’s website. Vocabulary knowledge will be tested a
number of times during the course. Students should look ahead at the coming
week’s textbook chapter to check for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

Participation: 60% (到達目標1, 2, 4, 5)
Vocabulary building: 30% (到達目標 3)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 4, 5)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Silence and the use of Nihongo will mean
students will receive low scores for participation.

There are no points for attendance. However, students who are absent too
often will see their participation score go down, and will be very unlikely to
achieve a passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

Students who don’t communicate in English, interact in English, or
participate in using English will receive very low participation points and
may not achieve a passing score.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Fifty-Fifty Book One
[Author(s)] Wilson and Barnard
[Publisher] Pearson Longman
[ISBN] 9789620056659
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Groups and group work. Unit 1 “Can You Speak English?”
Talking about abilities. Participation scoring will begin.
3- Unit 2 “That’s Personal” Talking about each other.
4- Vocabulary Building. Memory strategies and vocabulary-
learning strategies.
5- Unit 3 “Time to Learn”. Talking about times and dates.
Vocabulary List 1 will be published.
6- Unit 4 “Day to Day” Talking about your daily routine.
Vocabulary Test 1
7- Unit 6 “Where Does it Go?” Discussing locations and
movement.
8- Unit 7 “It’s That Way” Giving and understanding
directions. Vocabulary List 2 will be published.
9- Unit 8 “All Dressed Up” Describing people’s appearance.
Vocabulary Test 2
10- Unit 9 “Family Portrait” Discussing family members and
relations.
11- Unit 11 “Like It Or Not” Discussing likes and dislikes.
Vocabulary List 3 will be published.
12- Unit 12 “About Tomorrow” Discussing the future.
Vocabulary Test 3.
13- Unit 13 “About Yesterday” Discussing the past.
14- Unit 14 “Let’s Eat Out”. Language for going to a
restaurant. Vocabulary List 4 will be published.
15- Unit 15 “Say That Again: Review and consolidation”.
Vocabulary Test 4.



2019-SJ00009613-86インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

木原　誠

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、毎週映画のシナリオをワンシーンごとに区切り、全
体の文脈を考慮しながら、翻訳すること、及び音楽の歌詞を二
つ取り上げて精読を試みる。また、重要な構文、慣用句を暗唱
し、この応用を英作文に活かすための訓練も行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

文脈全体の中で解釈できる能力を身につける。
　(知識・理解)

個々の文章と全文を理解した上で、それを暗唱し、適切に表現
する力を身につける。
　(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

シラバスの計画（各15回）に記されているところに従い、各授
業で行なった英文（重要構文・文法、単語・熟語）の暗唱、読
解を必ず復習し、次回の授業で行う英文の読解を予習しておく
こと。 予習の目安は30分、復習30分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
評価は定期試験を原則、50点とし、発表点（各授業の復習、予
習の評価）と授業内でのテスト（一回）との総合によって評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　使用しない。
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

プリントを毎授業ごとに配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

積極的な発表点を重視するため、授業の積極的参加に心が
けたい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第一回
オリエンテーション
第二回
映画の第１シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第三回
映画の第２シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第四回
映画の第３シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第５五回
映画の第４シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第六回
映画の第5シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第七回
映画の第6シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第八回
映画の第7シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第九回
映画の第8シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十回
映画の第9シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十一回
映画の第10シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十二回
映画の第11シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十三回
映画の第12シーン　音楽の歌詞の一つ、暗唱、作文
第十四回
本授業の纏め、総括的見解。
第十五回
試験について（プレテストを実施）。



2019-SJ00009613-87インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

吉村　治郎

◎－－－　概要　－－－◎

　例えば動物園がいいものか悪いものかについては二つの意見
があります。居ながらにして世界の動物に触れることができる
いうメリットがある反面、檻にいれられた動物にとっては人間
の都合によって虐待を受けているというマイナス面がありま
す。同じように監視カメラ、自動運転自動車など様々なものに
メリットとデメリットがあります。こうした身近な物事の二面
性を論じた興味深い英文テキストを利用して、英語力の養成は
もちろん思考の多様性や柔軟さも身に着けていきます。授業の
具体的な目的は以下の通り。

１．英語理解力の養成、特に素早く読んで素早く理解する力を
養う

２．和文英訳ではなく書かれた順番に英文を理解する方法を身
に着ける（即読即解）

３．テキストで扱っているそれぞれのテーマについて自分の意
見を英語で表現する練習をする（英語による表現能力））

４．英語の背後にある文化的背景を学習する

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．英語の速読速解能力の養成(技能)

２．英語に対する深い理解力と知識の獲得(知識・理解)

３．英語による自己表現能力（英作文）の向上(技能)

４異文化に対する理解を深めることで国際的視野を広げ知的教
養を高める．(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習復習
〇予習：授業で取り上げる予定の英語本文をパラグラフ単位で
読み、文の要旨を把握する。その際、一文ずつこだわりながら
辞書を引いて読むのではなく、未知の単語があってもそのまま
読み進めることが大切。そして最後に未知の単語の意味を調べ
る。もう一つ大事な点は、英文和訳をするのではなく、英文を
前から順番に読んで理解することが大切（即読即解）。（30
分）

〇復習：授業で学習した英文をもう一度、予習の時と同じ要領
で読んでいく。次に授業で学んだ点を再点検する。またメモを
した内容をもう一度確認する。（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

〇定期試験（語彙力、英語理解力、英語による自己表現能力、
異文化理解）80％
〇平常点（宿題提出率、授業態度、その他）20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Taking Sides:Opinions For and Against
[Author(s)]Mark Jewel
[Publisher]Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15593-7 C1082　￥1,800
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．授業に熱心に取り組むためには予習が大切です。予習
を通して自分なりの問題意識をもって授業に臨んでくださ
い。
２．出席、授業態度を重視します。欠席の場合は友人を通
して事前に伝言を依頼するか、次の授業で休んだ理由を知
らせてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

テキストの構成順に従って以下の学習を進めていくが、各
chapterのreadingとexerciseに取り組みながら様々な英語能力
の獲得と向上を目指す。

１．授業の概要、進め方、留意点その他の必要な　　説
明。

２．chapter 1 Animals in Zoos
 
３．chapter 2 Security Cameras

４．chapter 3 Can Csutomer Service Go Too Far?

５．chapter 4 Dinital Nanuals, Catalogs, and Textboos

６．chapter 5 Womenomics

７．chapter 6 Extreme Sports

８．chapter 7 Casinos and Gambling
　　　　　　　　　　
９．chapter 8 Spouse Hunting

10. chapter 9　Space Exploration

11. chapter 10 Becoming a World Heritage Site

12. chapter 11 Dvirverless Cars

13. chapter 12 The Lay-Judge System in Japan

14. chapter 13 Artificial Intelligence

15. chapter 14 Life-prolonging Treatment
　　 授業のまとめおよび試験範囲の発表



2019-SJ00009613-88インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) R&W-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

谷岡　敏博

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、英語の読解力と聴解力の向上を主眼とする授業
です。
読解力向上については、平易な英文を読み、英文を読むスキル
向上を
目指します。また、和製英語などの誤用英語を正しい英語で表
現できる
「英語の表現力向上」も目指します。

作文力向上については、英語の５文型、動詞などの基本文法に
そった
平易な日本文の英文への転換時の”コツ”を身につけることを
目指します。
教材は、教科書と副教材プリント。練習問題を通して文字通り
の訳では
なく、意味をいかに平易な英語表現や英文で伝えるかの英作力
の習得が
期待できます。

　

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　読解力向上
　・英語のエッセイを読み、英文を読むスキルの向上。(技能)

２　英語表現力向上＞
　・和製英語など本来の英語の意味が誤解、誤用されて
　　いる英単語や英語表現を正しい英語で表現できる。(知
識・理解)

３　和製英語やカタカナ（外来語）への関心を高め正しい英語
学習への
　　意識が醸成される。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

本文の予習が望ましい（最低３０分）。
各レッスンの本文の前にあるヒント(Hints for reading passage)参
照。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合で、注意
事項も含め総合評価します。

・期末の定期試験 　・・・約９０～８５％(到達目標１，２）
・授業での発表　　 ・・・約１０～１５％（到達目標１，２）
・ボランティア得点 ・・・積極的な発表に２点/回を加算する
(到達目標２）

注意：欠席過多の場合「授業での発表」の点から減点する場合
がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
　　Say It Right in English

[Author(s)]
　　Mark Thompson 他

[Publisher]
  　英宝社
[ISBN]
　978-4-269-66035-9
　　
[Comments]　
　2016年、1900円

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業で言及します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・英和辞書があると効率よく受講ができます。
・向上心、好奇心、積極性を持って授業に臨んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週の予定
１ オリエンテーション
　　 シラバス解説、簡単な英語での応答他
２ Unit 1 Mansion
　   本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
３ Unit 2 Repeater
   　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
４ Unit 3 Talent
   　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
５ Unit 4 Service
   　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
６ Unit 5 OL & Businessman
   　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
７ Unit 6 Challenge
   　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
８ Unit 7 Claim
 　　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
９ Unit 8 Manner Up
 　　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
10 Unit 9 I Cut My Hair
　　　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
11 Unit 10 Hearing & Listening
   　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
12 Unit 11 Rent & Borrow
　　　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）13 Unit
12 Trip,Tour,Travel
   　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
14 Unit 13 Customer
   　本文読解と英作練習（教科書＆プリント）
15 Unit 14 Pay ＆15 Cost
    本文読解と英作練習（教科書＆プリント）

入替えカバー不可の場合あり。



2019-SJ00009613-89インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

新藤　照夫

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、各種検定の中でもとくに社会的ニーズの高い
TOEIC L&R の対策を集中的に行っていきます。実践的な
TOEICの問題を数多く解答することで、出題傾向パターン、頻
出語彙、文法項目等の特徴をより具体的に学修ながら、TOEIC
のスコアアップを目指します。また、TOEIC の学修を通じて、
国際化・グローバル化に対応できるレベルの実践的な英語表現
の習得も目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

❶教科書のVocabularyを習得し、解答に活用できる。(知識・理
解)

❷教科書の文法項目を理解し、解答に活用できる。(知識・理
解)

 自然な発話の音変化を理解し、ディクテーションできる。(技
能)

❹ペアワークや発表に積極的に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

●予習
　①次回の授業内容(Listening/Reading)の解答
　②リスニング部分（Part 4）のディクテーション
●復習
　①小テストに備えたPart 5の復習
　②Vocabularyの習得

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
①小テスト（2回）：20%（到達目標❶）　　
②定期試験：50%（到達目標❷）
③予習の取り組み状況や授業時の学修状況：30%（到達目標
❹）
※欠席・遅刻・途中退室は、積極的な学修状況とはいえないた
め、評価基準③に影響します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Beat Your Best Score on the TOEIC L&R Test
[Author(s)] 松岡昇、傍島一夫
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 9784881987452
[Comments] 1,900 円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

半期終了までのTOEICのスコア目標を各自設定の上、目標
を持って学修に取り組んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①オリエンテーション(授業の進め方・評価方法・TOEIC
の学習方法について)
② Shopping 「基本文型」 / At a Restaurant 「名詞の修飾」
③ Transportation 「文と文の接続」 / Entertainment 「知覚動
詞」と「使役動詞」
④ Accommodation 「助動詞」 / Employment 「その他の助
動詞」と「助動詞+完了形」
⑤ Communication 「時制」と「進行形」 / Negotiating 「現
在完了」
⑥ Giving a Presentation 「前置詞」 / Appointments 「不定
詞」
⑦ Review Test 1 (Unit 1～10の小テスト)
⑧ Public Facilities 「仮定法過去」 / On the Street 「仮定法
過去完了」
⑨ Vacation 「受動態」 / Environment 「動名詞」と「分詞
構文」
⑩ Housing 「関係代名詞」 / Meetings 「関係副詞」
⑪ Business Performance 「比較」 / Handling Customer
Complaints 「名詞」と「冠詞」
⑫ Advertising 「注意すべき名詞の数」と「数量形容詞」 /
At a Factory 「強調構文」と「倒置」
⑬ Listening Sectionの総復習
⑭ Reading Sectionの総復習
⑮ Review Test 2 (Unit 11～20の小テスト)および総復習



2019-SJ00009613-90インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

中野　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題に慣れ、英語４技能のうちリスニングと
リーディングの力を中心に養います。各ユニットのテーマにつ
いて語彙力を高め、リスニング問題の解答のコツや文法事項を
再確認しながら内容の聞き取りと理解を高めディクテーション
でリスニング力を鍛えます。リーディング問題では、頻出する
語彙と文法を再確認すると共に要点をつかみ（スキミング）、
特定の情報を探し出すこと（スキャニング）が出来る能力を身
につけるトレーニングをし、チャンキング訳の練習を行うこと
で正確に読み取れるリーディング力を高めます。また、Unit毎
にVocabulary Quizの小テストを行って学習を振り返り、確認し
ます。
８回目と15回目にListening Testを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストに即座に反応できる語彙力がつく。(知識・理解)

文法力を増強することによって英文の理解力が増す。(知識・
理解)

ディクテーション練習やペアでの暗記の練習によって一度で聞
き取れるリスニング力が高まる。(技能)

リーディングではチャンク訳練習をすることで英語の語順で正
確に理解する習慣が身につく。(技能)

ペアワークにより積極的に授業に取り組み、TOEICテストを身
近に感じることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1)小テストをするので、Vocabulary Quizの問題を解いて
スペルを覚えておくこと。Listening Sectionの音を聴いて問題を
解いておくこと。 Reading Sectionも予習することが望ましい。
復習：(１) Listening Partのディクテーションのチェックとエ
ラーの確認　（２）シャドーイング　（３）Reading Partの
CHUNK　TRANSRATION
の自分の訳のチェックと完成　（４）Part7 の音読

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の割合により総合的に評価しま
す。

毎回の授業での課題：20％　(課題、小テスト)
リスニング・テスト：20％
定期試験：60％（文法・読解力テスト）

語彙力・文法力・リスニング力・読解力がどれだけ身について
いるかを成績評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Raise Your Score 150 Plus on the TOEIC Test
[Author(s)]Noboru Matsuoka & Kazuo Sobajima
[Publisher]SHOHAKUSHA
[ISBN]978-4-88198-716-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Unit毎にVocabulary Quizの小テストを行うので、予習とし
て新出単語の意味とスペルを覚えて準備します。
また８回目と15回目にリスニング・テストを行うので復習
して準備します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　Introduction：授業の進め方、出欠評価などの説明
を受け、予習・復習の仕方を理解します。2～15回はUnit
毎に小テストを受け、第８回目と１５回目にリスニングテ
ストを受けます。
第2回 Shopping：Shopping関連英語表現「小テスト」
第3回　At a Restaurant：レストランでの英語表現　「小テ
スト」
第4回　At an Airport：フライトに関する英語表現　「小テ
スト」
第5回　Entertainment：パーティでの英語表現　「小テス
ト」
第6回　At a Hotel：ホテルでの英語表現 「小テスト」
第7回　Job Hunting：就職活動に関する英語表現　「小テ
スト」
第8回　Telephoning：電話英語表現「小テスト」「リスニ
ング・テスト」
第9回　Negotiating： 交渉に関連する英語表現「小テス
ト」
第10回 Giving a Presentation：プレゼンテーションに関連す
る英語表現「小テスト」
第11回　Appointments：アポイントのとり方に関連する英
語表現「小テスト」
第12回　At a Bank：銀行関連英語表現「小テスト」
第13回　On the Street：交通関連英語表現「小テスト」
第14回　Taking a Trip：旅行関連英語表現「小テスト」　
第15回　まとめ「リスニング・テスト」



2019-SJ00009613-91インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パートを解
き対策を学ぶと共に、問題文の精読と聴き取りを解説を挟みな
がら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向上を
目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重要語
彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める。
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットのKey Vocabularyから小テスト
を行うので、復習してくること。
・次週のユニットのKey Vocabularyや取り上げられている文法
項目を予習してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験およびリスニングテスト、小テスト、授業中の質疑応
答などから、以下の割合を目安として総合的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Full Gear for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] M. D. Stafford, C. Tsumatori, and K. Matsui
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4064-8
[Comments]2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1  Events
3. unit 2  Eating Out
4. unit 3  Shopping
5. unit 4  Office
6. unit 5  Housing
7. unit 6  Community
8. unit 7  Facilities
9. unit 8  Personnel
10. unit 9  Meetings and Workshops
11. unit 10  Transaction and Finance
12. unit 11  Travel
13. unit 12  Health
14. unit 13  Letter and Email
15. リスニングテスト



2019-SJ00009613-92インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) ESP-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

迫　由紀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの形式と目的を理解し、英語のリスニング、リー
ディングに関して、限られた時間で、速読速解するための解答
力アップのストラテジーを学ぶ。また、問題を解くだけでな
く、音読やシャドウイング、ディクテーションなどのトレーニ
ングも行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの形式に慣れ、出題の意図、解法のポイントが理解でき
る。(知識・理解)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、速読力
を身につける。(技能)

現代社会、ビジネス社会での生の英語の速度やリズムに慣れ、
聞き取ることができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるように積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：毎回のユニットのリスニング練習、音読練習（30分）
　　　Skillsの確認と問題演習（60分）
復習：同じミスをしないように、なぜできなかったかを理解し
ながら、再度問題を解く。（60分）
授業はあくまで、予習で準備してきた答え合わせ、自分の問題
点、現状把握の場である。授業だけでテスト対策などできない
ことを理解したうえで、授業時間外の学習にしっかり時間をか
けること。
　　　

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

 平素の活動状況（小テスト、授業への積極的な取り組みなど）
50％
 教場試験　50％

 積極的な英語学習取り組み状況と語彙力・速読力・リスニング
力がどれだけ身についているかを成績評価の基準とします。

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。
ただし、教場試験にやむを得ず欠席した学生（伝染病の罹患な
ど）に限り、代替措置として追試を行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Level-up Trainer for the TOEIC® Test, Revised Edition
[Author(s)] Ayako Yokogawa, Tony Cook
[Publisher]センゲージ・ラーニング
[ISBN]978-4-86312-294-9
[Comments]テキスト価格￥2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回辞書を持参すること。スマートフォンを辞書代わり
に使用することは認めない。
・単語の意味だけでなく、語法、用例の理解が重要なので
紙媒体の辞書を推奨する。（例：コリンズコウビルド英語
辞典、ロングマン英英辞典、5万語程度収録の英和中辞
典）
・TOEICの要求するコミュニケーション能力とは、ことば
の意味だけでなく、社会人としての生活様式、ビジネスマ
ナーといったことばの意図、背景を読み取ることである。
毎回の授業では、英語の世界観をイメージできるよう、集
中して臨むこと

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
1.Introduction：TOEICの概要、意図、対策
　Pre-test
2.Pre-test 解説
　Unit 1　テスト形式を知る（1）Listening sections
3.Unit １　テスト形式を知る（２）Reading sections
4．Unit 2　基本戦略① （１）Listening sections
5. Unit 2 基本戦略① （２）Reading sections
6.Unit 3　基本戦略② （１）Listening sections
7．Unit 3　基本戦略② （２）Reading sections
8．Unit 4　英文の基本構造を見抜く（1）Listening sections
9．Unit 4　英文の基本構造を見抜く（2）Reading sections
10. Unit 5　解答根拠の登場順 （１）Listening sections
11．Unit 5　解答根拠の登場順 （２）Reading sections
12．Unit 6　正解の言い換えパターンを知る （１）
Listening sections
13．Unit 6　正解の言い換えパターンを知る（２）Reading
sections
14．Unit 7　機能疑問文を聞き取る（１）Listening sections
15.まとめと教場試験



2019-SJ00009613-93インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) ESP-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

藤瀬　信子

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICでのスコア５00点をまずは目指すように、練習してゆ
く。各ユニットごとにトピック別に頻出語句を１５こをおぼ
え、会話文や説明文の問題をやってゆくことで、スコアアップ
を目指す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙力をつける。各ユニットに出てくる語句を確実に憶える。
(知識・理解)

読解力をつける。各ユニットに出てくる文章を、文法に沿って
正しく理解する。(知識・理解)

作文力をつける。ユニットに出てきた英文をモデルに、言い換
え、書き換えをする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：予定のユニットの下読み、練習問題の準備。小テストの
準備。
復習：予習時に不確かだった箇所や間違っていたところを再確
認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（小テストの結果、授業意欲等）４０％と
定期試験６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC　L&R　TEST　
PRE-INTERMEDIATE
[Author(s)] 溝口優美子ほか
[Publisher]　金星堂
[ISBN]9784764740891
[Comments]２０００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 必ず予習して出席すること。
欠席は、平常点（小テストや授業意欲等）の評価が下がる
ため減点となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方、成績評価の基準な
どの説明。
（2-14回はテキストに沿って順次進む。
2 unit1 Travel
3 unit2 Dining Out
４ unit3 Media
５ unit4　Entertainment
６ unit5　Purchasing
７　unit6　Clients
8 unit7 Recruiting
9 unit8 Personnel
10 小テスト
11 unit９　Advertising
12 unit10 Meetings
1３ unit11 Finance
14 unit12 Offices
15      まとめ



2019-SJ00009613-94インターミディエイト・イングリッシュⅢ「T(TA,TL,TK) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ヒュー・Ｇ・Ｌ　タイラー

◎－－－　概要　－－－◎

This course focuses on developing the students' listening and speaking
abilities. Students should communicate with each other and their
teacher using English. The teacher will help students use appropriate
grammar and vocabulary to express their opinions and preferences on
topics such as music, food and culture.In addition, students will use
their own experiences to personalize these conversations.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To actively practise using the language.(知識・理解)

To focus on speaking and listening.(技能)

To attend class and participate in class activities.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

It is always useful to review the work which has been done in class.
Written consolidation assignments requiring 30-60minutes to
complete will be given for review purposes.
The teacher will set preparation activities for the next class when it is
necessary. Time required; 30-60minutes.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Attitude & Effort & will account for 50% of the assessment.
Each class is worth 3%, however, attendance alone is not enough to
receive the full 3 points. A student must; 1) interact with their
classmates during the preparation of an activity, 2) use English with
their fellow students to complete the activity. An additional 5% will
be added for outstanding participation.
Attainment targets 1 & 2 will be assessed as follows; by a student's
performance in a speaking activity (30%) and a listening test (20%).
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Self-produced materials will be provided in class.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

No cell phones may be used during class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.   Orientation & Preview
2.   Who Are You?
      - personal information, polite requests
3.   Talking About Family
      - vocabulary e.g. cousin, niece, marital
         status
4.   It's Awful! Mmm. But That's All Right.
      - likes & dislikes, expressing your opinion
5.   Talking About Music
       -ed, -ing adjectives, opinion (cont.)
6.   Saying What You're Like
      - your personal profile, describing character
7.   Tell Me More About Your Friend.
      - explaining in detail
8.   My Experience
      - saying what you've done
9.   Storytelling
      - saying what happened
10. Speaking Precisely
      -using pronouns & prepositions
11. Describing Places
      -geographic location e.g. in the north of
12. Japanese & Foreign Culture
      -language and culture
13. Explaining Japanese Food
      -taste vocabulary, describing dishes
14. -In-class Test
15. Review and Feedback Session



2019-SJ00009614-78インターミディエイト・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

鈴木　繁

◎－－－　概要　－－－◎

　1回の授業でテキスト2単元分ずつ進みます。各単元の前半で
は約1ページ分の英文テキストの読解を行います。文法事項を
踏まえて正確に意味内容を理解することが求められます。この
部分については予習が必要です。
　続いて、英文テープを聴き、リーディング部分のテキストの
内容に基づいた設問に答える形で、リスニングを行います。リ
スニングには、T or F の問題と、英問英答の問題の2種類ありま
す。
　最後に、本文中に使われた表現を参考として、英作文の練習
が行われます。この部分についても予習が求められます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を正確かつ論理的に読解し、その意味内容を正しく把握す
ることが出来る。(知識・理解)

英文を文法に則って、正しい語順とスペリングで書くことが出
来る。(知識・理解)

英語を物理的に耳で聴き取れると同時に、シチュエーションに
応じ、想像力を働かして、意味を理解することが出来る。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業に参加するに先立って、必ず予習が必要となりま
す。予習が必要な箇所は、リーディング、ライティング部分で
す。
　また授業終了後も、学習内容を定着させるため、しっかり復
習を行い、試験に備えて下さい。
　予習・復習を併せた授業時間外学習の時間は、毎週約1時間
を要します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　リーディング及びライティングに関しては、しっかり予習を
してきているか否かを、授業中、学生に当てながらチェックし
ていきます。リスニングについても、解答終了後、学生を指名
して、答え合わせを行います。その結果を参考とし、普段の授
業に臨む姿勢も加味して、平常点を定めたいと思います。その
上で定期試験の点数を平常点とプラスして、最終的成績評価を
定めます。
　原則として定期試験を５割、平常点を５割として評価を行い
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Looking Backward
[Author(s)] Jim Knudsen
[Publisher]　南雲堂
[ISBN] 9784523173144

◎－－－　参考書　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の授業には、必ず辞書を持参して下さい。
　演習科目ですので、とにかく授業の場に欠かさず積極的
に参加することが求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.講義の目標と進め方について
（２－１５回は下記の通り、テキストに沿って、各テーマ
について学習します）
2. １＆２. Queen Victoria, Ghandhi
3. ３＆４. JFK, Princess Di and Mother Teresa
4. ５＆６. Titanin, Great Kanto Earthquake
5. ７＆８. Challenger, AIDS
6. ９＆10. Jesse Owen, Tokyo Olympics
7. 11＆12. Munich Olympics, Ben Johnson
8. 13＆14. Atomic Bomb,Vietnam War
9. 15＆16. Iranian Revolution, Apartheid
10. 17＆18. Einstein, Penicillin
11. 19＆20. Heart Transplant, D＆olly
12. 21＆22. Bible vs. Darwin, Nuremberg Trials
13. 23＆24. Aum Shinrikyo, O.J.Simpson
14. 25＆26. Hitler, Nixon
15. 27＆28．Berlin Wall, Tienanmen Square



2019-SJ00009614-79インターミディエイト・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

The goal of this course is for students to become more comfortable and
confident writing in English. Students will produce short essays, and
discuss each others’ essays, in writing, in an online discussion group.

Students will spend most of the class time writing in English and
reading the other students’ essays. The teacher will spend most of
class time meeting with students one-on-one, giving advice and
checking how each student fixes their writing after receiving comments
from the teacher. Each student will most likely meet with the teacher
every three weeks. The teacher will find common problems among the
students, and teach the class how to fix or improve those areas.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は構文（文法）、段落構成、小論構成を学びます。(知
識・理解)

2. 生徒はプラニング、ライティング、小論編集を英語で実践し
ます。(技能)

3. 先生と共に、生徒は自らの英語ライティングの強みと弱みに
ついて学びます。(知識・理解)

4. 他の生徒の小論を読むことによって、生徒は英語ライティン
グにおける自らのレベルと能力を明確に理解します。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Classes will be held in a computer room. Students who are absent must
complete each week's assignment in their own time (90 minutes).
Essays must be submitted to the teacher, via Google, by midday on the
Wednesday before the next class. Late essays will receive lower scores,
and the essays may not be read by the teacher in time for one-on-one
meetings in class.

The teacher’s comments must be read, and you must do writing
corrections as best as possible (in Google Docs’ “suggesting”
mode) before meeting with the teacher (30 minutes).

Submitting essays late, arriving late for class, and not doing writing
corrections will mean that you miss out on points.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

On-time submission of writing assignments to the teacher: 30% (到達
目標1, 2, 3)
Quality of submissions: 20% (到達目標1, 2)
Writing correction and submission to the class internet website: 30%
(到達目標1, 2, 3, 4)
Contributing to student essay review and discussion: 20% (到達目標4)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] なし
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

You must be in the classroom at the start of class.
You must submit essays before Wednesday at 12:00pm.
Your name (in Romaji) must be in the title of your essays.
You must participate in the student essay review and discussion.
Essays must be written by you, in your English. You must not submit
essays that have English that is written by someone else, and you must not
submit essays that contain English from translation software.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to Google Docs. Creating an account, introduction to the
software, submitting to teacher as editor. Writing self-introductions.
2. “Fixing” in suggesting mode on Google Docs. Posting to the group.
Reading, commenting on, and discussing each other’s self-introduction
through the online discussion group, in English. One-on-one discussions
with the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded to the discussion
group.
3. Students write a short essay on the second topic, “My Travel
Experience”, and submit it to the teacher. One-on-one discussions with
the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded to the discussion group.
4. Student essay review #1. Students read each other’s essays and provide
comments which the teacher will distribute. One-on-one discussions with
the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded to the discussion group.
5. Students write about the third topic, “My Favorite Movie”, and
submit it to the teacher. One-on-one discussions with the teacher.
“Fixed” essays are to be uploaded to the discussion group.
6. Student essay review #2. Students read each other’s essays and provide
comments which the teacher will distribute. One-on-one discussions with
the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded to the discussion group.
7. Students write about the fourth topic, “What I’m Really Into”, and
submit it to the teacher. One-on-one discussions with the teacher.
“Fixed” essays are to be uploaded to the discussion group.
8. Student essay review #3. Students read each other’s essays and provide
comments which the teacher will distribute. One-on-one discussions with
the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded to the discussion group.
9. Students write about the fifth topic, “What’s Going On In The
World?”, and submit it to the teacher. One-on-one discussions with the
teacher. “Fixed” essays are to be uploaded to the discussion group.
10. Student essay review #4. Students read each other’s essays and
provide comments which the teacher will distribute. One-on-one
discussions with the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded to the
discussion group.
11. Students write about the sixth topic, “What Needs To Change?”, and
submit it to the teacher. One-on-one discussions with the teacher.
“Fixed” essays are to be uploaded to the discussion group.
12. Student essay review #5. Students read each other’s essays and
provide comments which the teacher will distribute. One-on-one
discussions with the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded to the
discussion group.
13. Seventh essay topic will be given, students write a longer essay. One-
on-one discussions with the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded
to the discussion group.
14. Students work on their seventh essay, and submit it to the teacher. One-
on-one discussions with the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded
to the discussion group.
15. Reading, commenting on, and discussing each other’s seventh essay
through the online discussion group, in English. One-on-one discussions
with the teacher. “Fixed” essays are to be uploaded to the discussion
group.
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武田　桂依

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、言語習得４技能内の「リーディング」と「ラ
イディング」のスキルアップに焦点を当てていきます。現代社
会の様々なディベートトピックを厳選したテキストを用いて、
リーディング本文では「メディア」から「政府」まで幅広い
ジャンル問題の背景や賛成(pros)、反対(cons)の主張や意見を読
み、英語で意見を述べる語彙や表現方法を学習していきます。
ライティングは主に各ユニットに含まれているアクティブ
ティーを使用し、賛否両論のサンプルモデルを参考に、学生自
身が比較的短いパラグラフ(10文前後)で自分の意見が書ける力
をつけるよう学習していきます。
また、また、学期内で3度のユニットテストを実施すること
で、学生の授業内容の把握度を確認していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

目的に応じた英文を書ける力を身につけること。(技能)

英文を理解するのに必要な語彙や構文を増加すること。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回のUnitに目を通すこと。リーディングやライティン
グ課題がある場合はそれを必ずやってくること
復習：学習した文法事項や英単語、特に自分が理解できなかっ
た箇所を再度自主学習すること。ライティングの訂正点がある
場合は書き直しくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
*平常点：40％ （学習状況、課題提出）
*ユニットテスト（3回実施/各20%）：60％　（語彙と文意把
握、英作文）

このクラスでは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Pros and Cons Discussing Today'sControversial Issues 賛
否両論の社会問題を考える
[Author(s)]Ichizo Ueda, Toshiko Ueda, Chiaki Taoka, Eri
Yoneoka
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]9784863122529
[Comments]　2018年版 　テキスト価格¥2000 (税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*毎回、前の週の復習テストがあるので、必ず前回の学習
した内容を復習してくること。
*毎回、必ず辞書持参で授業に出席すること。
*課題が与えられた場合は次の週に課題を提出すること。
*欠席が度重なると、単位取得が難しくなる場合があるた
め、欠席する場合は必ず事前に報告すること。
*理由なしの欠席、遅刻によるテストの実施はしません。
*必ずしもシラバス通りに進まない場合があります。
*質問や連絡事項は必ず　kayeish@icloud.com　までメール
をするようにお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：受講上の注意、授業の進め方、課
題、小テストや評価方法などについて説明。ディベートに
おいての基本的な意思表示や表現パターンの説明
2.Unit 1 ：Internet Safety or Freedom of Expression?
3 Unit 2: Honor of Burden?
4. Unit 5: Legalization or Outlawing of Gay Marriage?
5. Unit 6 : Separate Smoking Area or Toal Ban?
6. ユニットテスト(1)
7. Unit 9 To Skip or Not to Skip?
8. Unit 10: Performance or Seniority?
9. Unit 8:Punishment or Discipline?
10. Unit 13: Peace COnstitution or Revision?
11. ユニットテスト(2)
12. Unit 12: Animal Rights or Human Profits?
13. Unit 7: Right to Die or Responsibility to Live?
14. Unit 14: Death Penalty or Human Right?
15. ユニットテスト(3)



2019-SJ00009614-81インターミディエイト・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) ESP-1」
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坂田　直樹

◎－－－　概要　－－－◎

リスニング、リーディングパートから構成されるTOEICについ
て、以下の各方法をとることで、スコアの上昇、並びに、ビジ
ネス英語知識の基礎を形成することを目指します。授業内で
は、ウェブサイト上で練習問題の演習を行い、解答状況を把握
することで、学生の皆さんの正解率を反映した、よりポイント
を絞る形での内容解説を行います。

リスニングパート
「英語の音声→意味」という回路が頭の中に出来上がるよう
に、発音等のトレーニングも含めた形で、英語の音声情報の習
得を目指します。また、現在ある知識が本来のスコアとして反
映されるために、TOEIC受験の際に求められる、パート毎の基
本的な解答ストラテジーを指導します。

リーディングパート
文法SVO等の語順を中心に、整理した形で文法学習を行い、
TOEICの問題に備えます。また、将来的にビジネス場面でのE
メールが書けることも視野に入れて、実践的な文法力が身につ
くことを目標とします。文書読解TOEICで求められる速読力を
つけるために、文章を局所的にだけではなく、大局的に読み取
る力を身につけられるように指導します。そのため、つなぎ言
葉や基本的な文章の構造、スキャンニングやスキミング等のス
トラテジーを紹介します。結果として、卒業後皆さんが目にす
る可能性がある、比較的分量の多い文書についても、臆するこ
となく冷静に対処し、意味を把握する力がつくことを目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各ストラテジーを習得し、現時点の実力が反映される形で
TOEICのスコアが上がる。(技能)

将来のビジネス場面での英語使用に備えて、音声・文法・速読
知識を獲得する。また、それに伴って、TOEICのスコアが上が
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で扱ったポイントについて、各自復習を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト2回：各25％
定期試験：50％
計100％
（それぞれ、ストラテジーの理解、文法知識、リスニング力、
読解の到達度を図ります）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] EXTREME STRATEGIES FOR THE TOEIC®
LISTENING AND READING
[Author(s)]濱崎潤之輔
[Publisher]松柏社
[ISBN] 978-4-88198-735-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スコアアップのためのストラテジー（解答方略）を取り扱
い、小テストも実施しますので、授業では問題を解くだけ
でなく、どのようにすれば英語を聞き取れるか、読めるか
ということを、常に自分で考える習慣をつけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 U1 Listening: Part 1 (1)　Reading: Part 5 (1)
第2回 U2 Listening: Part 2 (1)　Reading: Part 6 (1)
第3回 U3 Listening: Part 3 (1)　Reading: Part 7 (1)
第4回 U4 Listening: Part 4 (1)　Reading: Part 7 (1)
第5回 小テスト1
第6回 U5 Listening: Part 1 (2)　Reading: Part 5 (2)
第7回 U6 Listening: Part 2 (2)　Reading: Part 6 (2)
第8回 U8 Listening: Part 1 (3)・Part 2 (3)　Reading: Part 5
(3)・Part 7 (2)
第9回 U9 Listening: Part 3 (2)・Part 4 (2)　Reading: Part 6
(3)
第10回 小テスト2
第11回 U10 Listening: Part 1 (4)・Part 2 (4)　Reading:
Part 5 (4)・Part 7 (2)
第12回 U11 Listening: Part 3 (3)・Part 4 (3)　Reading:
Part 7 (3)
第13回 U12 Listening: Part 2 (5)・Part 3 (4)　Reading:
Part 5 (5)・Part 7 (3)
第14回 U13 Listening: Part 4 (4)　Reading: Part 7 (4)
第15回 小テスト3

◎－－－　URL　－－－◎

授業サイト
(https://sites.google.com/site/nsakata2027/toeic)
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渡邉　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、TOEIC試験の概要およびハイスコア獲得のための
総合対策を実践的トレーニングを通して行うことを目的とす
る。語彙重視型の教材・ペアワークによる反復練習を通じて、
即戦力を求める学生にとって確実な手ごたえが得られる授業展
開となる予定である。
　毎回の授業ではリスニング問題、文法問題、読解問題をバラ
ンスよく網羅し、なるべく多くの予想問題に触れることにな
る。また、自己学習に役立つ最新の参考書についての情報提供
も行いたい。演習形式の授業につき、予習範囲の解答や授業中
の演習問題の解答は学生に発表してもらう予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC試験の概要および出題形式を把握することができる。
(知識・理解)

②VocabularyチェックやDictationを継続して行うことで自己学
習の習慣を身につけることができる。(態度・志向性)

③TOEICの各セクションの形式に沿った演習問題を数多く解く
ことで、解法のポイントを掴むことができる。(技能)

④Chunk Translation式トレーニングによって英文を英語の語順
で正確に理解する力を身につける。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの奇数章ではVocabulary 1およびDictation、偶数
章ではVocabulary 1およびChunk translationを事前に学習してお
くこと。（45分）
復習：間違えた演習問題をノートにまとめて復習する。（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・試験70％（到達目標③④）
・平常点30%（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]_Beat Your Best Score on the TOEIC L&R Test_
[Author(s)]松岡昇・傍島一夫
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-745-2 C3082
[Comments]価格1900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持って授業に出席すること（電子辞書可）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１週：Chapter 1: Shopping/ 基本文型
第２週：Chapter 2: At a Restaurant/ 名詞の修飾
第３週：Chapter 3: Transportation/ 文と文の接続
第４週：Chapter 4: Entertainment/ 知覚動詞と使役動詞
第５週：Chapter 5: Accommodation/ 助動詞
第６週：Chapter 6: Employment/ 助動詞＋完了形
第７週：Chapter 7: Communication/ 時制と進行形
第８週：Chapter 8: Negotiating/ 現在完了
第９週：Chapter 9: Giving a Presentation/ 前置詞
第１０週：Chapter 10: Appointments/ 不定詞
第１１週：Chapter 11: Public Facilities / 仮定法過去
第１２週：Chapter 12: On the Street/ 仮定法過去完了
第１３週：Chapter 13: Vacation/ 受動態
第１４週：Chapter 14: Environment/ 動名詞と分詞構文
第１５週：Chapter 15: Housing/ 関係代名詞
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岩崎　一恵

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語検定試験の受験を念頭に置
き、リスニング分野、リーディング分野のトレーニングを通し
て、語彙の拡充、文法事項の確認、さらに文化的背景の理解を
深めることにより、英語の総合力の増強を図ります。１・２年
次に学習した内容を踏まえて、さらに高度な内容に取り組み、
スコアアップを目指します。テキストはTOEIC受験に備えたも
のを用いますが、プリントなどによりTOEFL、STEP、IELTSの
問題演習なども行います。原則として、毎回ミニテストを行い
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種主要英語検定の目的・特徴・違いを知ることができる(知
識・理解)

TOEIC Testの出題形式の特徴を知ることができる(知識・理解)

TOEIC TestのPart 1̃7のそれぞれの解放のコツを習得できる(技
能)

１・２年次の学習より高度な学習を行うことにより、さらにレ
ベルアップした英語力が習得できる(技能)

予習をすることにより、授業において自分の着目すべきポイン
トがわかる(技能)

復習をすることにより、英語力を確実なものにすることができ
る(技能)

自律的な英語学習を行うことによって、緊張感をもって、積極
的に授業参加できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は必須です。授業は予習（60分）をしてきていることを前
提に行います。次の授業で行うUnitの各演習を行ってきます。
詳しい予習のやり方は初回の授業で指示します。予習において
はテキストの問題演習を行い、特に「自分が良く分からないと
ころはどこなのか」を明らかにしましょう。また、ミニテスト
のために復習（30分）を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
授業中の活動（受講態度・授業への貢献度・小テスト）…30％
最終総合試験(インクラス)…30%
定期試験…40％
上記の割合を目安とする。ただし、本時受講期間中に各種英語
検定試験を受験した場合、その結果の証明を添えて報告した場
合、これを成績評価に加味することがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]KEY STRATEGIES FOR SUCCESS ON THE TOEIC
L&R Test：　Level 500
[Author(s)]西谷敦子ほか
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15636-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業はテキストを持参のうえ、必ず出席すること。
毎時間テキスト・辞書・筆記用具（鉛筆・消しゴム）など
を持参すること。授業中の携帯電話・スマートフォン・タ
ブレットなどの使用、ほかの授業の予習復習など本時に関
係のない行為、飲食などは禁止。欠席・遅刻・授業中のト
イレ退出は厳に慎むこと。その他詳細については、初回の
授業で説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業ガイダンスと各種検定試験の概要な
ど）
2. Unit L-1 R-1 品詞
3. Unit L-2 R-2 受動態・確認テスト1
4. Unit L-3 R-3 時制・確認テスト2
5. Unit L-4 R-4 前置詞・接続詞・確認テスト3
6. Unit L-5 R-5 代名詞・関係代名詞・確認テスト4
7. Unit L-6 R-6 長文穴埋め・確認テスト5
8. Unit L-7 R-7 広告・チャット・確認テスト6
9. Unit L-8 R-8 Eメール・手紙・確認テスト7
10. Unit L-9 R-9 告知・社内回覧・確認テスト8
11. Unit L-10 R-10  記事・確認テスト9
12. Unit L-11 R-11 ダブルパッセージ・確認テスト10
13. Unit L-12 R-12 トリプルパッセージ・確認テスト11
14. Unit L-13 R-13 Review・確認テスト12
15. インクラス最終総合試験



2019-SJ00009614-84インターミディエイト・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) ESP-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

西村　恵

◎－－－　概要　－－－◎

社会的ニーズの高いTOEICテストの受験を念頭に、主にリスニ
ングとリーディングの実践的なトレーニングを中心に行いま
す。毎回TOEICテストの形式に沿ったテキストのリスニング問
題・リーディング問題を練習することで、テスト形式に慣れ、
受験のテクニックだけでなく、語彙や英文法も含めた総合的な
英語力を強化します。また、テキスト付属のテストや、実際の
TOEICテストの練習問題なども用いて実践練習も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの問題形式に慣れ、その解法のポイントを習得す
る(知識・理解)

TOEICテストのスコアアップのみならず、英語でのコミュニ
ケーションに必要な総合的な英語力の向上を目指す(知識・理
解)

リスニング・リーディングの両セクションにおいては、問われ
ている内容に対する答えを見つける練習を行い、英語だけで文
を理解できるようになることを目指す(技能)

文法のパートでは、これまでに学習した文法事項を確実に定着
させ、より正確な文法を身に着けることを目指す(技能)

TOEICテストに対する理解を深め、その受験へ向けて準備を行
う(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：
テキストの各Unitの最初のページにある「Vocabulary」の問題
を解く

復習：前回間違えた問題を中心に復習

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業点：40％
（授業中の発表内容等、演習問題の正答率、小テスト等の点
数、演習問題の解答・正解（数）やノートをきちんと取ってい
るかを総合的に判断する）
※授業に関係の無いこと（私語、携帯電話の操作など）を行っ
ていた場合、授業点から減点します

・リスニング・テスト：10％
（授業中に学習したTOELCテストのリスニング・セクションの
解き方を復習し、TOEICテスト形式のリスニング問題を正確に
解答できるかを評価の基準とする）

・定期試験：50％
（授業中に学習した内容を中心に、TOEICテストのリーディン
グ・セクションに関する問題を正確に解答できるかを評価の基
準とする）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] PRIMARY TRAINER FOR THE TOEIC® L&R TEST
[Author(s)] Junnosuke Hamasaki
[Publisher]センゲージ・ラーニング
[ISBN]978-4-86312-355-7
[Comments]テキスト価格￥2,100（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業で、授業中に配布するプリントの演習問題の
点数、授業中に行う小テストの点数、発表点などが授業点
の中に加算されます。よって、授業を欠席するとそれらを
含む授業点（毎回の練習プリント、小テスト、課題、発表
など）の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合
があります。
・毎回、辞書を持参すること。
・スマートフォンを辞書として使用することは許可しませ
ん。必ず（電子）辞書を準備すること。
・テキストを必ず購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：授業の進め方と出欠評価などにつ
いての説明を受けます。
（2回～14回は、下記の通りテキストに沿って各テーマを
学習します。）

2.Unit 1　TOEIC L&Rテストの全体像を知る
3.Unit 2　人物の動作に注目する
4.Unit 3　疑問詞を聞き取る
5.Unit 4　物の位置・状態を表す表現を身に付ける
6.練習問題
7.Unit 5　話がかみ合う応答を選ぶ
8.Unit 6　設問を先読みする
9.Unit 7　文脈を意識する
10.練習問題
11.Unit 8　動名詞とto不定詞を理解する
12.Unit 9  手紙の特徴を理解する
13.Unit 10 代名詞を理解する
14.Post-test
15.リスニング・テスト、まとめ



2019-SJ00009614-85インターミディエイト・イングリッシュⅣ「T(TM,TE,TC) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハウ，スティーブン　マーク

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, you will improve your spoken communication skills
through active conversation. You will practise giving your opinion
and discussing points of view. In the writing part, you will learn how
to make your argument, discuss good and bad points, summarize and
draw conclusions. As well as your textbook, you should also increase
your exposure to English outside the classroom by watching English-
language TV and movies, listening to English-language radio, and
reading English books, newspapers, magazines and websites. This
will help you improve your comprehension skills and expand your
vocabulary.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) You will develop your skills in interacting in English(技能)

(2) You will increase your knowledge and understanding of English
language and culture(知識・理解)

(3) You will be able to communicate with greater confidence in
English(知識・理解)

(4) You will have a positive attitude and strong motivation to continue
learning(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You will sometimes be given assignments for class and homework.
This will take you about 1.5 hours each week. You should read
through the next unit before each class. This will take you about 30
minutes each week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Active participation in class (50%) (1 技能), (3 知識・理解)
Assignments and homework (25%) (2 知識・理解), (3 知識・理解)
Class tests (10%) (2 知識・理解), (4 態度・志向性)
End-of-term test (15%) (2 知識・理解), (4 態度・志向性)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] The English Course - Speaking Book One, First edition
[Author(s)] IRELAND, Gary; MURPHY, Kevin;
WOOLLERTON, Max
[Publisher] The English Company
[ISBN] 9784990296223
[Comments] ¥2600

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Introductions
3. Starting conversations, assignment (5%, due next class)
4. Developing conversations
5. Test (5%)
6. Making invitations and suggestions, assignment (5%, due next
class)
7. Review
8. Class choice
9. Likes, dislikes and feelings, assignment (5%, due next class)
10. Test (5%)
11. Requests, assignment (5%, due next class)
12. Opinions
13. Advice, assignment (5%, due next class)
14. Review
15. End-of-term test (15%)



2019-SJ00009614-86インターミディエイト・イングリッシュⅣ「T(TA,TL,TK) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

石井　征子

◎－－－　概要　－－－◎

各章ポイントとなる文法項目があり、それを含んだ200語程度
のエッセイを読解します。続いて英文法解説、文法ポイントに
関わる様々な問題をこなし、最後に英作文問題という順番で進
みます。各章末では、モデル文の表現をヒントに自己表現ライ
ティングにも挑戦します。ほぼ毎回復習テストを行い
前週の内容の定着を確認します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①テキストの英文を辞書無しで理解できる。(知識・理解)

②テキストで使われた語彙を習得する。(知識・理解)

③SVを含んだ文の形にして英文を作ることができる。(技能)

④積極的な英語学習者になるように英語学習に取り組むことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：音声を聞きながらエッセイを目で追い、内容理解に努め
る。その際、わからない単語には下線を引くなど、印をつけて
おく。次に、辞書を引きながら、自分でできる範囲では100
パーセント理解できるようにしておく。隣の文法項目の説明の
ページにも目を通しておくこと。（45分）
復習：テキストを閉じて本文の音声を聞いて、内容が頭にス
ムーズに入るまで、繰り返し聞く。次週の復習テストの準備を
する。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：15％（到達目標④）
レポート5％（到達目標③）
復習テスト20％（到達目標①②④）
中間試験20％（到達目標①②③）
定期試験40％（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing Key
[Author(s)]Yasuyuki Kitao / Anthony Allan
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740860
[Comments]2019年発行　　1800円(税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には辞書を持ってきてください。
授業中はスマホはカバンの中にしまっておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、評価基準などについての説
明
2. Unit 1:Orange Clothing 　動詞の用法
3. Unit 2:A Reasonable Dream... 文の主語
4. Unit 3:Japan's Popular Wave　時制
5. Unit 4:Color Matters　形容詞・副詞
6. Unit 5:Business, Not Bullets　名詞
7. Unit 6:Spices for Life!　冠詞・数量詞
8. Unit 7:Plastic Planet　分詞
9. Unit 8:London Coffee and Lazy Men　関係詞
10. 中間試験
11. Unit10:Disease vs. Hunger　助動詞
12. Unit11:May We Have a Catalog, Please?　仮定法
13. Unit12:Bright Little Lights　接続詞
14. Unit13:Popular but Penniless　不定詞と動名詞
15. Unit14:Taxing the Robots　受動態



2019-SJ00009614-87インターミディエイト・イングリッシュⅣ「T(TA,TL,TK) R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

藤瀬　信子

◎－－－　概要　－－－◎

　身近な健康や環境の問題をテーマにした文を読み､英語力を
養う｡
　毎回、本文部分は事前にパラグラフ毎に自発担当者を決め、
何が書いてあるか説明する。確認問題等は指名制とする。
　また、作文力をつけるため、小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙力をつける。各ユニットに出てくる語句を確実に憶える。
(知識・理解)

読解力をつける。各ユニットに出てくる文章を、文法に沿って
正しく理解する。(知識・理解)

作文力をつける。ユニットに出てきた英文をモデルに、言い換
え、書き換えをする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：予定のユニットの下読み、練習問題の準備。小テストの
準備。
復習：予習時に不確かだった箇所や間違っていたところを再確
認する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
平常点（小テストの結果、授業意欲等）４０％と
定期試験６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Good Health, Better Life
[Author(s)] Pino Cutrone,西原 俊明 他
[Publisher]　金星堂
[ISBN]97847647４０７８５
[Comments]１９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 必ず予習して出席すること。
欠席は、平常点（小テストや授業意欲等）の評価が下がる
ため減点となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方、成績評価の基準な
どの説明。
（2-14回はテキストに沿って進む）
2-3 unit1 What Country Is the Fattest in the World?
3-4 unit2 What Do We Know about Sleep Talking?
5-6 unit3 Why Are Bug Bites Dangerous?
6-7 unit4 What Kind of Bacteria Can Be Found in the Great
Barrier Reef?
8-9 unit5 How Muh Caffeine Can We Take?
10 小テスト
11-12 unit6 How Does the Love Hormone Oxytocin Work
12-13 unit7 What Can Happen When You're Too Clean?
14-15 unit8 Does Gender Affect Cancer Susceptibility?
      まとめ



2019-SJ00009614-88インターミディエイト・イングリッシュⅣ「T(TA,TL,TK) R&W-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

太田　一昭

◎－－－　概要　－－－◎

現代の興味深いトピックに関する英文を読み、さらに英語表現
演習を行うことによって、英文読解力と英作文力の向上をはか
ります。英作文には文法の知識が不可欠です。各ユニットで1
つの文法事項を取り上げて、さまざまなタスクを通してその文
法項目の習得をめざします。授業の最後に、その日に学習した
内容について小テストを行います。その評点が「小テスト評
点」となります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現代英語の基本的な読解力を身につける。(技能)

英語特有の語法を理解し、英作文の基本を習得する。(技能)

英作文に不可欠な英文法の基礎知識を身につける。(知識・理
解)

積極的な英語学習を通して、自律的に学習する姿勢を身につけ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

語学の授業では予習と復習が大切です。次に学ぶUnitに目を通
し、語彙を調べ、練習問題を解いてみてください（60分）。授
業後には、学習したUnitを復習する習慣をつけてください（30
分）。そうすれば確実に英語力は向上します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点、小テスト評点、定期試験評点を総合して評価します。
各評点の比重は変わることがあります。
・平常点（受講状況、積極的な学習態度）5%
・小テスト評点（14回）30%
・定期試験評点（読解力、内容理解力）　65%
・遅刻及び欠席は、1回につき1点減点します。
・3回を超える欠席は、4回目から1回につき5点減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing Key: English Grammar and Usage for Better
Writing
[Author(s)]北尾泰幸 / Anthony Allan
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4086-0
[Comments]2019年1月発行 1800円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小テストの際に教科書を用います。教科書を忘れると小テ
ストを受験することができません。必ず教科書を持参して
ください。また辞書を持参してください。電子辞書可。携
帯電話の使用は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

下記のUnit 1～Unit 14を学習します。各Unitは、リーディ
ング、文法事項解説、文法練習問題、英作文のセクション
から構成されています。初回授業ではまず、英語学習法、
授業の進め方、成績評価方法等について説明します。説明
の後、Unit 1のリーディングのセクション（1-20行）を学
習します。第2回～第15回の授業でUnit 1の残りからUnit 14
を学習します。1回の授業で1つのUnitを学習することを目
標としますが、進度は学習状況によって変わることがあり
ます。

Unit 1 Orange Clothing　【動詞の用法】
シチリア産オレンジの意外な活用法
Unit 2 A Reasonable Dream…　【文の主語】
パラリンピックの誕生
Unit 3 Japan's Popular Wave　【時制】
世界の北斎、街角に現る
Unit 4 Color Matters　【形容詞・副詞】
「いいね！」の親指が表すもの
Unit 5 Business, Not Bullets　【名詞】
アフガン駐留米兵のある思いつき
Unit 6 Spices for Life!　 【冠詞・数量詞】
カレーを食べて、人生にスパイスを！
Unit 7 Plastic Planet　【分詞】
バリ島の姉妹が地球を救う
Unit 8 London Coffee and Lazy Men　【関係詞】
“コーヒー中毒”は怠け者を生む?!
Unit 9 Jacques’ Lung　【比較】
海洋探検家ジャック・クストーの夢
Unit 10 Disease vs. Hunger　【助動詞】
マラリアとの闘いは終わらない
Unit 11 May We Have a Catalog, Please?　 【仮定法】
あなたの赤ちゃん選んでみませんか
Unit 12 Bright Little Lights　【接続詞】
メキシコの小さな村を照らす神秘
Unit 13 Popular but Penniless　【不定詞と動名詞】
名声を得ども…
Unit 14 Taxing the Robots　【受動態】
ロボットに課税せよ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

浅田　雅明

◎－－－　概要　－－－◎

TOEFLの受験を念頭に実践的なトレーニングを行い、リスニン
グとリーディング、それに加えて英文法のバランスの取れた総
合的な英語力を強化します。これまでに学習した内容を復習し
ながら一歩進んだ内容に取り組み、さらなるスコアアップを目
指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができる。(技能)

英文の内容がを正確に早く理解できるよう、速読力を身につけ
る。(技能)

基本的文法事項を正しく理解できる。(知識・理解)

TOEFLで使用される語彙を理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットのWarm upを授業前に予習しておくこと。
（30分）
復習：授業後は授業中に間違った文法事項の再確認と付属の
CDでできる限り音声を聞いてください。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：授業の到達目標に記載した通り、英語を聞き取
る能力と語彙、文法の理解度、英文の内容をできるだけ早く理
解する能力を評価の基準とする。
成績評価の方法：各到達目標の達成度は、下記の方法と割合に
より評価します。
定期試験　６０％（テキストのリーディングセクションの理解
度）
リスニング試験　４０％（英語を聞き取る力）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Key Strategies for Success on the TOEIC Test 600
[Author(s)]Atsuko Nishitani
[Publisher]朝日出版
[ISBN]9784255156378
[Comments]テキスト価格1,800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初の授業から必ずテキストを持参してください

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週ListeningとReadingの各ユニットをひとつずつ進んでい
きます。この授業の最終日にはリスニング試験を実施しま
す。
1.Introduction
2.Unit L-1 人物が写っている写真
　Unit R-1 品詞
3.Unit L-2 人物が写っていない写真
  Unit R-2 動詞の形（１）
4.Unit L-3 疑問詞疑問文
　Unit R-3 動詞の形（２）
5.Unit L-4 Yes/No疑問文
　Unit R-4 前置詞／接続詞
6.Unit L-5 平叙文・意外な応答
　Unit R-5 代名詞・関係代名詞
7.Unit L-6 機能別疑問文
　Unit R-6 長文穴埋め問題
8.Unit L-7 目的・懸念・次の行動
　Unit R-7 広告・チャット
9.Unit L-8 言及・問題点・提案
　Unit R-8 E-メール・手紙
10.Unit L-9 申し出・依頼・意図
　 Unit R-9 告知・社内回覧
11.Unit L-10 録音メッセージ・アナウンス
　 Unit R-10 記事
12.Unit L-11 トーク・会議・ニュース
　 Unit R-11 ダブルパッセージ
13.Unit L-12 グラフィック問題
　 Unit R-12 トリプルパッセージ
14.Unit L-13 Review
　 Unit R-13 Review
15.LISTENING TEST
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

小野　浩司

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、日本の企業が求めるTOEICスコア600点を目標
に、語彙力の強化とリスニング問題と長文問題の解き方を学習
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの概要を知り、自律的な英語学習者になるよう、
積極的に英語学習に取り組むことができる。(技能)

語彙力強化に努めます。(知識・理解)

英語の長文の読み解きを行います。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：Part7の英文を読み、わからない箇所があれば次回の授業
で質問できるようにしておいてください。(45分)
復習：授業で新たに習った単語をおさらいしてください。(45
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点: 30% (到達目標 1)
定期試験: 70% (到達目標 2,3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]はじめてのTOEIC L&Rテスト入門模試
[Author(s)]大里秀介
[Publisher]Jリサーチ
[ISBN]978-4-86392-338-6
[Comments]テキスト価格800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語の辞書は必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方とテキストの説明
2. Part7 長文　196-200  Part 1 リスニング
3. Part7 長文　191-195  Part 2 リスニング1
4. Part7 長文　186-194  Part 2 リスニング2
5. Part7 長文　181-185  Part 3 リスニング1
6. Part7 長文　176-180  Part 3 リスニング2
7. Part7 長文　172-175  Part 3 リスニング3
8. Part7 長文　165-171  Part 3 リスニング4
9. Part7 長文　159-164  Part 4 リスニング1
10. Part7 長文　154-158  Part 4 リスニング2
11. Part7 長文　149-153  Part 4 リスニング3
12. Part7 長文　143-148  Part 4 リスニング4
13. Part6 文法　135-142  Part 4 リスニング5
14. Part6 文法　121-134  Part 4 リスニング6
15. Part6 文法　101-120  Part 4 リスニング7

テキストの問題を解きながら同時に重要語句も提示しま
す。
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

廣田　恵美

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、これまでの学習で得た知識を定着させるた
め、改めて語句や文法事項を確認していきます。授業では、リ
スニング・リーディングの問題を解きながら、内容や文法項目
等の説明を板書で行います。また、各自が受験のスケジュール
を設定したり、目標スコアに達するために、知っておくべき情
報やアドバイスを提供します。テキストタイトルは "TARGET
470"とありますが、実際には550以上のスコアを目指すレベル
のテキストです。授業では１つのunitを２回の授業ペースで進
めていく予定ですが、受講者の学力等に応じて、適宜、学習予
定を変更する可能性があります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの各パートの問題を確実に把握できるようになる。
(知識・理解)

②ビジネストークやビジネス文書の内容が大体わかるようにな
る。(技能)

③英文法の重要な項目を理解できるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習を主として、授業で学習した内容を、テキストやノートを
読み返すことで確実に理解してください。また、音声を聞き直
すことも勧めます(６０分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：20%　(到達目標①）
・リスニング試験：30%　(到達目標②）
・定期試験：50%　(到達目標①②③）

なお、無届けによる遅刻や欠席が一定回数を上回る場合、単位
の取得が難しくなる可能性があります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] THE TOEIC TEST TRAINER TARGET 470
[Author(s)] Masahiko Yamaguchi, George W. Pifer
[Publisher] センゲージ　ラーニング
[ISBN] 978-4-86312-260-4 　
[Comments] テキスト価格 2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業時に必ず辞書(紙または電子)を持ってくること。ス
マートフォンの辞書アプリの使用は認められません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction：授業および成績評価等に関する説明、
UNIT 1 予定―動詞
２．UNIT 1の続き　日程表の読み方
３．UNIT 2　数量を尋ねる
４．UNIT 2の続き　数えられる・数えられない名詞
５．UNIT 4 宣伝・広告
６．UNIT 4の続き　英文広告の読み解き方
７．UNIT 5 時間を尋ねる
８．UNIT 5の続き　動名詞の用法
９．UNIT 6 場所を尋ねる
１０．UNIT 6の続き　不定詞の用法
１１．UNIT 8　留守電
１２．UNIT 8の続き　伝票の読み解き方
１３．UNIT 11 申し出
１４．UNIT 11の続き　関係詞の用法、リスニング試験
１５．今学期の授業総括
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

川口　千富美

◎－－－　概要　－－－◎

現在日本で実施されている各種英語資格検定試験のうち、特に
社会的ニーズが高いとされているTOEICの受験を念頭に、
TOEIC対策に特化したテキストをベースにして実践的なトレー
ニング中心の指導を行います。ただ単に受験のテクニックだけ
ではなく、トレーニング主体の授業を通してListening, Reading,
英文法のバランスの取れた総合的な英語力を養います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実践的な英語のリズムや速度に慣れ、聞き取りがスムーズに出
来るようになる。
(技能)

英文の内容を正確に出来るだけ早く理解するトレーニングを積
み、速読力を身につける。
(技能)

実践的な英文の内容を理解するのに必要なボキャブラリーを増
やす。(知識・理解)

自発的、及び積極的に英語学習に取り組むことが出来るように
なる。 (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、単語の意味を調べ、練習問題の解答
を用意し、さらに授業を受けた後復習をしておくこと。
予習：次の回でするUnitのリーディングパート（単語の意味調
べを含む）、及びリスニングパートに５０分。
復習：学習したUnitのすべての復習に５０分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点　:　30％（学習状況、復習小テスト等）到達目標
①②④
・定期試験： 70％（英文内容の正確な把握と英文法理解）
 　　　　　　　　　到達目標①③④　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC L&R Test (Pre-
Intermediate)
[Author(s)]　溝口優美子 / 柳田真知子
[Publisher]　金星堂
[ISBN] 9784764740891
[Comments]　テキスト価格　￥2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、授業の終わりに次回の予習範囲を言い渡すので、
必ずその範囲の予習をして授業に臨むこと。
・授業には必ず辞書を持参すること。（スマートフォンを
辞書代わりに使用することは禁止。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction : 授業の進め方、出欠評価　　　　　　　　
　　　などについての説明
2. Unit  1 : Travel(名詞）
3. Unit  2 : Dining Out(形容詞）
4. Unit  3 : Media(副詞）
5. Unit  4 : Entertainment（時制）
6. Unit  5 : Purchasing主語と動詞の一致
7. Unit  6 : Client(能動態・受動態）
8. Unit  7 : Recruiting(動名詞・不定詞）
9. Unit  8 : Personnel(代名詞）
10.Unit  9 : Advertising(比較）
11.Unit 10 : Meeting(前置詞）
12.Unit 11 : Finance(接続詞）
13.Unit 13 : Daily Life(関係代名詞）
14.Unit 14 : Sales&Marketing(語彙１）
15.Unit 14 : Events語彙２授業のまとめ
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、英語資格試験のうちTOEIC対策用の教材（500点
レベル）を使用し、実践的に問題を解いていくことでテスト構
成や形式に慣れるトレーニングを行います。
言語の４技能は相互に関連しているため、ListeningとReading能
力はSpeakingとWritingというアウトプット能力を磨くことで更
に上達すると言われています。
よって授業では、TOEICの試験対策だけでなく総合的な英語運
用力を養うことを目的とし、オンライン上利用可能なリーディ
ングおよびリスニング素材をふんだんに使用します。また、ペ
アやグループワークによる協働作業を多く取り入れ、適宜、発
表等のプロジェクトを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習 リスニング＋リーディング：文章の一読、知らない単語の
推測＋辞書での確認等（30min)
復習　レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの
学習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%　（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) 　（ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30%  （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R) TEST 1 / 4th
Edition
[Author(s)] Mark D. Stafford
[Publisher] Kirihara Shoten
[ISBN] 978-4-342-55262-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ずウェブサイト上で確認の
上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1 Daily Life (Listening parts)
3: Unit 2 Places   (Reading parts)
4: Unit 3 People (Listening parts)
5: Unit 4 Travel  (Reading parts)
6: Unit 5 Business (Listening parts)
7: Review (U1-5) + Project 1
8: Unit 6 Office  (Reading parts)
9: Unit 7 Technology (Listening parts)
10: Unit 8 Personnel  (Reading parts)
11: Unit 9 Management (Listening parts)
12: Unit 10 Purchasing  (Reading parts)
13: Unit 11 Finances (Listening parts)
14: Review (U6-10) + Project 2
15: Overall review of the semester & term test
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on speaking in English. Students will learn new
vocabulary, watch short videos, and speak about a variety of topics.
Students will also prepare short talks based on the topics of the units
studied in class. These presentations will be given in week 3, 6, 9, 12
and 15 and will be prepared outside of class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will increase vocabulary and language patterns that will
help them talk about a variety of topics.(知識・理解)

2. Students will improve their listening skills. (技能)

3. Students will be able to ask questions about many topics.(技能)

4. Students will be able to answer questions about many topics.(技能)

5. Students will be able to give opinions about a variety of topics.(技
能)

6. Students will actively communicate with other students in the
class.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should review the textbook each week to prepare for their
presentations. （120 mins）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening, reading and writing activities in
class: 50% （到達目標 1, 2, 3, 4, 5, 6）
Short presentations: 50% （到達目標 1, 2, 3, 4, 5, 6）

Students will lose participation points for being absent, sleeping or
using their cell phone.
Students will lose points for participation and presentations if they are
absent.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Inspire 2
[Author(s)]　Pamela Hartmann, Nancy Douglas & Andrew
Boon
[Publisher]　Cengage Learning
[ISBN]　978-1-133-96368-4
[Comments]　￥3,070

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Food
2.Unit 2 Festivals Homework:Prepare presentation
3.Review activities & presentations
4.Unit 3 Cities
5.Unit 4 Jobs Homework:Prepare presentation
6.Review activities & presentations
7.Unit 5 Music
8.Unit 6 Journeys Homework:Prepare presentation
9.Review activities & presentations
10.Unit 7 Family
11.Unit 8 Nature Homework:Prepare presentation
12.Review activities & presentations
13.Unit 9 Happiness
14.Unit 10 Conservation　Homework: Prepare presentation
15.Review activities & presentations



2019-SJ00009601-98フレッシュマン・イングリッシュⅠ「M(MM) R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハウ，スティーブン　マーク

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, the reading part will focus on helping you understand
and get information from a text. In the listening part, you will learn
how to listen for the important points and overall meaning. You will
also increase your vocabulary and learn about English-speaking
cultures. As well as your textbook, you should also increase your
exposure to English outside the classroom by reading, watching
English-language TV and cinema, listening to English-language radio,
and reading English-language newspapers or websites.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) You will develop your reading and listening skills in English(技
能)

(2) You will increase your knowledge and understanding of English
language and culture(知識・理解)

(3) You will read and understand spoken and written English with
greater confidence(技能)

(4) You will have a positive attitude and strong motivation to continue
learning(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You will sometimes be given assignments for class and homework.
This will take you about 1.5 hours each week. You should read
through the next unit before each class. This will take you about 30
minutes each week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

In-class tests 30% (10 times per semester, 10 x 3%) Goals (1 技能), (2
知識・理解)
Homework exercises 30% (5 times per semester, 5 x 6%) Goals (2 知
識・理解), (3 技能)
Final exam in class 40% Goals (2 知識・理解), (4 態度・志向性)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Notting Hill
[Author(s)] CURTIS, Richard; KANEL, Kim R.
[Publisher] Shohakusha
[ISBN] 978-4-88198-590-8
[Comments] ¥2268

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Unit 1, reading and listening practice, test (3%)
3. Unit 2, reading and listening practice, test (3%), homework
(6%)
4. Unit 3, reading and listening practice, test (3%)
5. Review, reading and listening practice, homework (6%)
6. Unit 4, reading and listening practice, test (3%)
7. Unit 5, reading and listening practice, test (3%)
8. Unit 6, reading and listening practice, test (3%), homework
(6%)
9. Unit 7, reading and listening practice, test (3%)
10. Review
11. Unit 8, reading and listening practice, test (3%), homework
(6%)
12. Unit 9, reading and listening practice, test (3%)
13. Unit 10, reading and listening practice, test (3%)
14. Review, reading and listening practice, homework (6%)
15. Final exam in class (40%)



2019-SJ00009601-99フレッシュマン・イングリッシュⅠ「M(MM) R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

日本は国際化が進み、観光で一時的に滞在するだけでなく、仕
事を持ち、家族と共に居住する外国人も急増しています。医療
においても、外国人医療スタッフのコミュニケーション、外国
人患者の診療など、英語を使う機会は急増していると言えるで
しょう。本科目では、身体の部位と機能、医療・健康に関する
基本的な専門用語を習得した上で、患者や医療従事者との会話
を聞き取ったり、英語論文のアブストラクトの基本的な構造を
理解し、読んで理解できるようになったりするためのトレーニ
ングをします。CALLシステムを使い、ペアワークをしたり、
テキスト以外のweb教材を援用し、自然な英語を聞き取ること
ができるようになりましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①身体の部位と機能、医療・健康に関する基本的な専門用語を
身につける。(知識・理解)

②医学・医療に関する基本的な医学英語を読み、理解できるよ
うになる(技能)

③基本的な医療面接を聞き取ることができるようになる。(技
能)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各章の"II. Word Study"を覚えて、小テストの準備をす
る。（90分）
復習：各章の"I. Medical Interview"の音読、"III. Reading”の再確
認（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として評価します。
(1)授業への取り組み10%（到達目標④）
(2)小テスト20%（到達目標①）
(3)中間テスト30%（到達目標①②③）
(4)最終試験40%（到達目標①②③）
注1：欠席は、(1)(2)の評価ができないため、減点の対象になり
ます。
注2：このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
注3：最終試験を受けない場合は、他の評価が満点であって
も、60点に満たないので単位を取得することはできません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 医学・医療系学生のための総合医学英語テキスト
Step 1
[Author(s)] 日本医学英語教育学会（編）
[Publisher] Medical View
[ISBN] 978-4-7583-0448-1
[Comments] 価格2,800円（税別）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. introduction
2. Ch.1: Fever
3. Ch.2: Anemia
4: Ch.3: Dehydration
5. Ch.4: Obesity
6. Ch.5: Headache
7. Ch.6: Chest Pain
8. 中間テスト
9. Ch.7: Cough
10. Ch.8: Abdominal Pain
11. Ch.9: Dysphagia
12. Ch.10: Hearing Loss
13. Ch. 11: Fracture
14: Ch. 12: Pregnancy
15. 最終試験
（進捗状況によって、変更になることがあります。）



2019-SJ00009601-A0フレッシュマン・イングリッシュⅠ「M(MM) R&L-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　英語の論理構造を的確につかめるようになることを目標とし
ます。テキストは、本講義担当者（山田）が事前に作成し、
ネット上に掲示します。受講者は、それをネット上から各自ダ
ウンロードし、プリントアウトして、予習を確実に行ってから
授業に臨んで下さい。ダウンロードの方法やパスワードに関し
ては、最初の授業で指示します。
　英語の論理構造のみならず、言語活動における論理構造を理
解するためには、逆に、各種の論理上の誤りを認識できるよう
になるのが近道です。そこで、この授業では、英語の論理構造
（議論構造）上の誤りを含む実例を提示・解説し、そのような
誤りをおかしたり、相手の誤った議論に引きずり込まれないよ
うにするための方法を、英語で学んでいきます。リスニングに
ついては、映画の英語を素材に、聞き取り練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の論理構造やパラグラフ（段落）構成に注意しながら、英
文の概要や要点を理解し、書き手の意図を掴めるようになる。
(知識・理解)

指示された英語のセリフの概要や要点、さらには話し手の意図
を理解できるようになる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：次回の授業の範囲を辞書を引きながら必ず徹底的
に予習して下さい。特に、英語の論理に注意して読んで下さ
い。 （１時間以上の事前学習が必要です。）
　事後学習：学習した項目及び議論の内容を友人に例を用いて
説明できるくらいになっているか自分でチェックして下さい。
（１時間以上の事後学習が必要です。）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価しま
す。
　定期試験7割、小テスト（映画のリスニング・書き取り）等3
割とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Common Errors in Thinking (C)
[Comments] 自作PDF教材 (C) No text is required. Handouts
will be provided.

◎－－－　参考書　－－－◎

　特になし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業への積極的な参加が特に重要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Disjunctive Argument
2. Either A or B
3. One Ａlternative is true and possibly both
4. The Ａlternatives are only two in number and mutually
exclusive
5. If the Ａlternatives are not mutually exclusive, you cannot
argue by affirming an Ａlternative
6. Two possibilities
7. Contraries
8. Contradictories
9. Complex argument
10. Chains of reasoning made up of immediate inferences,
syllogisms, hypothetical or disjunctive arguments
11. Dilemma
12. Two hypotheses and a disjunction
13. Some dilemmas offer two courses of action, both of which
are shown to be unpleasant
14. Be suspicious of dilemmas
15. Summary

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ (山田英二)
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)



2019-SJ00009601-A1フレッシュマン・イングリッシュⅠ「M(MN) R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

大津　隆広

◎－－－　概要　－－－◎

現代社会の様々な問題に関する英文を用いて、英語を「読む」
「聞く」力を養成します。リーディングでは、英語の文法や論
理構造、パラグラフの構成に注意し、要旨や書き手の意図を理
解しながら英文を読む力を伸ばします。リスニングでは、会話
の要旨やスピーチにおける話し手の意図を正確に理解するため
の練習を行います。さらに、リーディングやリスニングに必要
な語彙の学習も行ないます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リーディングやリスニングに必要な語彙の意味を説明し、使
うことができる(知識・理解)

②英語の文法や論理構造を説明することができる(知識・理解)

③段落の構成や要旨、書き手の意図を理解しながら英文を読む
ことができる３(技能)

④会話の要旨や話し手の意図を理解しながら英文を聞くことが
できる(技能)

⑤自律的な学習者になるために、積極的に英語学習に取り組む
ことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習] リーディング学習（40分）：Dialogue & Passageから構文
や文法が難解なものをノートに抜き出し、和訳や解説を加え、
質問事項を準備する／リスニング学習（30分）：リスニング問
題(Dialogue & Passage)を解答する(リスニングでは、テキストを
使わずにできるだけ音声を繰り返し聴いた後に穴埋めを行う)
[復習]（20分）語彙をまとめて、ノート作成を完成させる
注意：初回の予習にはリーディング学習はありません。予習の
リーディング学習、リスニング学習、語彙のまとめは週2回に
分散させましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、各到達目標の達成度に基づいた下記の方法と割合
により行います。
（１）学習状況（受講状況、積極的な学習態度) 20%（到達目
標⑤）
（２）小テスト（リスニング、語彙(テキスト・必須語彙)（2
回）30%（到達目標①④）
（３）定期試験（リーディング(Chapter 1-10)、語彙(テキスト・
必須語彙1-100) 50%（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Social Issues in a Contemporary World
[Author(s)] Naoki Sugimori 他
[Publisher] Seibido
[ISBN] 4-7919-1039-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（１）授業には、テキスト、辞書、ノートを必ず持参して
下さい。
（２）語学の学習は継続性と積極性が重要です。学習者が
自ら学ぶ姿勢「自律学習（アクティブ・ラーニング）」を
期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 (4/15) 授業内容、予習・復習方法、ノートの取り方
の説明 / テキスト・辞書・ノートを必ず持参/ Chapter 1に目
を通しておいて下さい
Week 2 (4/22) Chapter 1 (Food and Global Culture)/ 必須語彙
1-10
Week 3 (4/29) Chapter 2 (Global Wealth and Poverty)/ 必須語
彙11-20
Week 4 (5/ 6) Chapter 3 (Ageing Society) / 必須語彙21-30
Week 5 (5/13) Chapter 4 (Education)/ 必須語彙31-40
Week 6 (5/20) Chapter 5 (Crime)/ 必須語彙41-50
Week 7 (5/27) まとめ・復習
Week 8 (6/ 3) 小テスト 1: リスニング・語彙 (Chapter 1-5, 必
須語彙1-50)
Week 9 (6/10) Chapter 6 (Smoking)/ 必須語彙51-60
Week 10 (6/17) Chapter 7 (Gender) / 必須語彙61-70
Week 11 (6/24) Chapter 8 (Population)/ 必須語彙71-80
Week 12 (7/ 1) Chapter 9 (Environmental Issues) / 必須語彙
81-90
Week 13 (7/ 8) Chapter 10 (Recycling)/ 必須語彙91-100
Week 14 (7/15) まとめ・復習
Week 15 (7/22) 小テスト 2: リスニング・語彙  (Chapter 6-10,
必須語彙51-100)



2019-SJ00009601-A2フレッシュマン・イングリッシュⅠ「M(MN) R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、映像教材を使って日常的な会話で用いられる
語彙や表現などを学びます。また、高校までに習った英文法
が、実際の会話の中でどのように用いられているか確認するこ
とで、より実践的な英語力の習得を目指します。
　The Devil Wears Pradaは、大学を卒業したばかりの女性が、
希望とは違う職場環境の中で葛藤を抱えつつも成長し、自分ら
しい生き方を見つけていく物語です。作中で話される英語はす
べてナチュラル・スピードで口語表現も多く、最初は戸惑うか
もしれません。しかし、予習でスクリプトをきちんと確認し、
授業中に繰り返しシーンを見ていくことで、必ず英語を聞き取
り、理解する力が伸びていきます。英語力アップのためのヒン
トの宝庫である映画を楽しみながら、英語力を伸ばしていって
ください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各ユニットで取り上げられる文法的決まりごとを理解する(知
識・理解)

ナチュラル・スピードの英語の聞き取りに慣れる(技能)

字幕や吹替に頼らず、台詞のニュアンスを意識しながら英語で
映画を楽しむことができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
テキストの巻末にある各ユニットのスクリプトに目を通す（30
分）
各ユニットの"Vocabulary Checkup"と "Useful Expressions"の問題
を解く（20分）

【復習】
各ユニットの"Grammar in Focus"で取り上げられた文法項目に
ついて見直す（20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：20%
-予習状況、受講態度等を含みます

中間テスト：30%
-Unit 1-Unit 5を範囲とし、第7週目に実施します

定期試験：50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author(s)] Aline Brosh McKenna
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-712-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください。ただし、授業中は
スマートフォンの利用は許可しませんので、スマートフォ
ンを辞書代わりに使うことはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Unit 1: Job Interview
3. Unit 2: First Day on the Job
4. Unit 3: Hurricane on the Weekend
5. Unit 4: Andy's Makeover
6. Unit 5: Andy Meets Christian
7. 中間テスト
8. Unit 6: Miranda's Request
9. Unit 7: Nate's Birthday
10. Unit 8: Andy's Decision
11. Unit 9: Breakup with Nate
12. Unit 10: The Dream Job
13. Unit 11: Announcement at the Party
14. Unit 12: Andy's Final Choice
15. まとめ



2019-SJ00009601-A3フレッシュマン・イングリッシュⅠ「M(MN) R&L-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、身近なテーマに関する簡単なデータを題材と
する英語を聞き、読んでいきます。TOEICやIELTSなどでも
データの理解は重視されており、この授業では単に英語表現を
把握するだけではなく、情報を「解釈」する力も身につけるこ
とができればと考えます。身近なテーマで、明快な英会話や
エッセイを理解することで、英語思考力を養うきっかけをつく
り、大学生として求められる英語運用能力の基礎を形成してい
きます。
　授業の方法としては、教員が一方的に解説するのではなく、
学生の発言や発表の機会が多くあります。そのため、授業内の
アクティビティへの積極的な参加が求められます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

① 身近な話題に関する大学レベルの英文を読解することができ
る。 (技能)

② 身近な話題に関する英語音声を聞き取ることができる。 (技
能)

③ 授業内外で主体的に英語学習に取り込むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、リスニングの音声を聞き、英文エッセイに目を
通してきてください(約45分)。
復習としては、授業内で解説するポイントを中心に、語彙や
リーディングの見直しを行ってください(約45分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験40%（到達目標①を評価する）
・リスニング・テスト30%（到達目標②を評価する）
・授業内外での学習状況30％（授業内での質問に対する解答・
回答と受講態度によって、到達目標③を評価する）

＊１　定期試験を受験しない場合、仮にその他が満点であって
も、成績は「放棄」となり単位が認められません。
＊２　出席点はありません。寝ていたり、携帯電話をいじって
いたり、教科書を持たずにただ座っているなど、授業内の活動
に参加していなければ、成績評価の上では欠席者と同じ扱いと
なります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Provoke a Response!
[Author(s)]Stuart Gale, Shunpei Fukuhara
[Publisher]Nan'un-Do
[ISBN]978-4-523-17822-4
[Comments]価格：1,900円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　オリエンテーション
2. Unit 1: Crime
3. Unit 2: Mobile Phone
4. Unit 3: Smoking
5. Unit 4: Junk food
6. Unit 5: Celebrity marriage
7. 復習
8. Unit 6: Sport
9. Unit 7: Driving
10. Unit 8: Bullying
11. Unit 9: Japan's LGBTs
12. Unit 10: Sexism and geneder roles
13. Unit 11 Japan's population crisis
14. Listening Test 1 ＋復習
15. Listening Test 2 ＋まとめ



2019-SJ00009602-98フレッシュマン・イングリッシュⅡ「M(MM) R&L-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では，Discover Magazine で人気の医療コラムである
Vital Signs に掲載された記事の読解を通して，医学分野の専門
用語を学習すると共に，医学英語におけるリーディングとリス
ニングの力を高める。

なお授業は，グループワークをベースに進めるため，他人との
コミュニケーション力が必要となる。「他人に分かるように説
明する」という訓練を，英語・日本語で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

医学分野の専門用語を英語で理解できるようになる(知識・理
解)

一般の人を対象とした医療記事を読むことができるようになる
(技能)

文章の内容を英語で分かりやすく完結にまとめることができる
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定された文章を読み，内容をまとめる。（60分）
復習：小テストに向けて，学習した内容を復習する。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

1. 積極的な授業参加状況　10%
2. 小テスト　20%
3. Summary Writing　20%
4. 定期試験　50%

２と４で，医学分野の専門用語を英語で理解し，その知識をも
とに医療記事を読んで理解することができているかを，１と３
で文章の内容を英語で分かりやすく完結にまとめることができ
ているかについて評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Signs and Symptoms: True Stories by Doctors
[Author(s)] 大下晴美他
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17756-2
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　オリエンテーション
第2回　And Down She Goes (1)
第3回　And Down She Goes (2)
第4回　Simple Sickness Gone Awry (1)
第5回　Simple Sickness Gone Awry (2)
第6回　Confusion That Comes and Goes (1)
第7回　Confusion That Comes and Goes (2)
第8回　Brain Got Your Tongue? (1)
第9回　Brain Got Your Tongue? (2)
第10回　プレイスメントテスト
第11回　　Those Who Know Us Best (1)
第12回　Those Who Know Us Best (2)
第13回　Treating Diseases in the Big Easy (1)
第14回　Treating Diseases in the Big Easy (2)
第15回　まとめ



2019-SJ00009602-99フレッシュマン・イングリッシュⅡ「M(MM) R&L-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスでは英語を総合的に学習する。その中でも「読
む」学習と「聞く」学習を行うとともに、コミュニケーション
のための英語表現の学習も行う。
　「読む」学習では、英語圏の標準的な英文を読んでその意味
するところを正確に把握し、概要や要点をまとめて書き手の意
図を理解する。さらに、そのために必要な語彙の増強、文法力
の強化、異文化に対する理解も図る。
　「聞く」訓練では、CALL(Computer Assisted Language
Learning)を活用してDVD教材(教科書以外も含む）の自然な英
語を聞き、その概要や要点をとらえる能力を養成する。

　毎回1章ずつ進むので単語などの予習が必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①標準的な英文を読んで、その概要や要点を理解できるように
なる。
(知識・理解)

②必要な語彙力や文法力をつける。(技能)

③英語を聞き、その概要や要点をとらえることができる。(知
識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次の回でするUnitのうち、リスニング以外の内容に
ついて、単語を調べるなどの予習をする。(60分）
事後学習：学習したUnitの内容について、リスニングも含め復
習をする。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

　授業の参加状況、予習、および授業態度・積極的参加4割
（到達目標④）、試験（小テスト）の成績6割（到達目標①～
③）で総合的に評価する。60点以上を合格とする。
※このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て再試験は実施しません。

3分の1以上欠席すると、毎回の授業における評価（授業の参加
状況、予習、および授業態度・積極的参加・小テスト）ができ
ないため、単位取得が難しくなる可能性が高くなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Broadcast: ABC World News Tonight
[Publisher] 金星堂
[ISBN]9784764740730　　

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．講義の目標と進め方について。1章に入る
2．Unit. 1 Sister Jean
3．Unit 2　 Blood testing
4．Unit 3　Millionaire millennial
 5．Unit 4　Robocalls
6．Unit 5　The blue world
7． Unit 6 　Moment of impact
8．Unit 7　Father's new hand
9．Unit 8 -9　Trump ほか
10．プレイスメントテスト
 11．Unit 10　 Recycling
12．Unit 11 　Syria
13．Unit 12 　Drug
14．Unit 13 　Trade war
15．まとめ



2019-SJ00009602-A0フレッシュマン・イングリッシュⅡ「M(MM) R&L-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・１時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、主に海外旅行や語学留学において役に立つであ
ろう会話表現に触れながら、それぞれの場面や状況に応じて、
臨機応変に対処できるような英語力の基礎固めを目指します。
毎回テキストを用いて会話表現のディクテーションを行い、聴
き取りの訓練を行います。また、異文化交流／生活にまつわる
エッセイを読み、基本文法・語彙・構文に焦点を当てながら内
容理解に努めます。その他、テキスト以外に随時プリントを使
用し、ボキャブラリー強化につながる英語の豆知識を取り入れ
た問題も扱います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①海外生活にまつわる語彙・言い回し表現を身につける。(知
識・理解)

②異文化に対する幅広い知識を身につけていく。(知識・理解)

③英語の正確な発音やイントネーションを身につけ、聴き取り
能力を高める。(技能)

④英文の内容を正確に早く理解する訓練を積み、速読力を身に
つける。(技能)

⑤海外旅行や語学留学をする際に役に立つ日常会話表現をさま
ざまな場面に応じて的確に使いこなせるようにする。(技能)

⑥授業内外で、主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

⑦授業を通じて英語での意志疎通に対する苦手意識を少しでも
取り払えるようにする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で指定した範囲の予習と前回の授業内容の復習が不可欠で
す。日頃の学習への取り組みと授業への積極的な参加が求めら
れますので、以下のように予習・復習を繰り返し行ってくださ
い。

事前学習：(1) 次回の授業時に触れるunitにおいて、わからない
語彙や言い回しについて、英和辞書で調べておいてください。
（20分）
(2) 次回の授業範囲であるテキストの問題を解いておいてくだ
さい。（30分）

事後学習：授業時に説明した事柄（とくに語法・語彙・言い回
しについて）復習してください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点: 20%（学習状況、課題提出、授業への参加度等）
（到達目標⑥⑦）
・小テスト: 20 %（ボキャブラリーテスト） （到達目標
①②③④）
・定期試験: 60% （到達目標①②③④⑤⑥）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate Abroad
[Author(s)] Simon Cookson, Chihiro Tajima
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-4-86312-277-2
[Comments] 2017年出版 2000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書等については、授業中に必要に応じて推薦します。
質問等はEメールにて受け付けます（初回の授業時にメー
ルアドレスを教えます）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業では、必ず英和辞書を持参してください（ス
マートフォンを辞書代わりとすることは禁止です）。授業
中、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁止で
す。また、他の受講生や担当教員の迷惑となる行為や、授
業の進行を妨げる様な行為（例：授業とは関係のない私
語、内職、授業の内容の録画、撮影あるいは配信等の行
為） は絶対にしないでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction and Some Warm-ups
2. Unit 1: My Suitcase Is Overweight
3. Unit 2: I’m Suffering from Jet Lag
4. Unit 3: Each Host Family Is Different
5. Unit 4: I’m Experiencing Culture Shock
6. Unit 5: My Dormitory Is too Noisy
7. Unit 6: How Can I Make Friends?
8. Unit 7: What Should I Talk About?
9. Unit 8: I Feel Homesick
10. Placement Test
11. Unit 9: How Do I Order Food?
12. Unit 10: I Lost My Passport
13. Unit 11: I Need to Go to Hospital
14. Unit 12: I Don’t Want to Leave
15. Review



2019-SJ00009602-A1フレッシュマン・イングリッシュⅡ「M(MN) R&L-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、特にリーディングとリスニングの基礎的な
力を養います。大ヒットドラマ『グリー』のテキストを用い
て、実際に映画を視聴しながらリスニングのトレーニング（内
容把握と聞き取り）をします。また、映像のスクリプト（台
本）を読んで、同世代の人々が日常で使う英語を理解し、状況
に合う英語を文法的に正しく使うトレーニングをします。毎
回、授業の最後に復習テストを兼ねた課題を提出し、学習した
ことを確実に身につけます。またリスニング試験を実施して、
聞き取った英語を確実に聞き取る能力をつけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ドラマの大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②ドラマの台本を英語で読み解くことができる。(技能)

③日常会話における重要表現を身につけ、使うことができる。
(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitのPreviewing Activities
（Vocabulary Checkup A, BおよびExpressions）の箇所を事前に
解いておく。（２）音声ファイルを使って発音ができるように
練習しておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）音声ファイルを使ってリスニングテストに向けた勉
強をしておく（ディクテーション、訳出）。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15%（到達目標④）
・課題提出：15％（到達目標②③）
・リスニング試験：30%（到達目標①③）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with Glee 2
[Author(s)]角山照彦、Simon Capper
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-742-1
[Comments]テキスト価格 2,200円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 April Rhodes（現在完了形）
３．Unit 2 New Member（動名詞）
４．Unit 3 Come Back to Glee（関係詞）
５．Unit 4 Somebody to Love（比較）
６．Unit 5 Hairography（不定詞１）
７．Unit 6 Objective Achieved（進行形）
８．Unit 7 You Set Me Up（使役動詞）
９．Unit 8 True Colors（助動詞）
１０．プレイスメント・テスト
１１．Unit 9 The Thunderclap（受動態）
１２．Unit 10 We Need a Co-Captain（仮定法１）
１３．Unit 11 Jump（不定詞２）
１４．Unit 12 Smile（仮定法２）
１５．リスニング試験



2019-SJ00009602-A2フレッシュマン・イングリッシュⅡ「M(MN) R&L-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

谷口　雅基

◎－－－　概要　－－－◎

ReadingとListeningを中心とした総合的英語運用力の向上、日本
人が苦手とする部分を克服すること、また英語の自学自習法を
身につけることを目的とする。現在の個々人の英語力には差が
あることを考慮し、毎回の教材の選択は授業をしながら徐々に
進めていく。そのため、また最近の経済情勢をも考慮し、前
もって決まった一つの教科書を選択し購入する必要はない。毎
回の授業において、日本人の英語学習法における弱点に関する
講義に加え、受講生の興味関心に沿った内容の教材を学生自身
および教師が選択し、それをもとに、「聴く、話す、読む、書
く」英語力、特にReadingとListeningの力を培っていく。した
がって、一つの教材に沿って進めるのではなく、毎回異なった
教材および内容にもとづいて英語の総合力の向上を図る。現在
の日本には、英語を学ぶための材料はあらゆるところにころ
がっている。BBCやVOAの英語学習ウェブサイト、映画、テレ
ビ、ラジオ、新聞、雑誌、本、宣伝、看板、人の話などなど。
外国語を身につけようとする人は、常に学ぶ材料をキャッチで
きる鋭敏なアンテナを立てていただきたい。そういう日ごろの
材料集めと練習をとおして、将来にわたって成長する力を養っ
ていただきたい。したがって、この授業の目的は、上述の通
り、総合英語運用能力､特にReadingとListeningの力の向上と､卒
業後もひとりひとりが自学自習によって向上し続けることがで
きるよう英語独学法を身につけることである。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を読み、英語で直接理解する能力を身に付ける。(技能)

英文を読み、適切な日本語に翻訳する能力を身に付ける。(技
能)

英文の文法構造、発音、イディオムなどの表現について知識を
深める。(知識・理解)

英語で考え、英語を聴いて、英語で理解する能力を身に付け
る。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各学生は、自分が担当する英文を、BBCやVOAの英語学習ウェ
ブサイト、映画、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、本、宣伝、看
板、人のスピーチなどから、自分の英語力のレベルに相当する
一部を(一段落程度の長さ)を選択し、自分の発表日の１週間前
までに、教員へメールで送る。学生は、自分が選択した英文の
語彙、発音、意味を辞書で学習する。授業では、教員が詳細を
解説し、クラス全員で、学習する。 （30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

学生自身が選択し準備した課題英文の発表（３０点）
定期試験（７０点）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テキストは使用しません。パワーポイントを用い講
義し、インターネットなどのオーディオビデオおよび文字
教材を活用します。
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
VOA Special English: http://www.manythings.org/voa/scripts/
他適宜、授業で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の目的、進め方の説明。教師と学生の自己紹介。宿
題の説明。
2.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法。
3.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の文構造の比較。
4.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の慣用表現の比較。
5.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の文化的表現の比
較。
6.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、日英の論理的表現の比
較。
7.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、イントネーションに焦点
をおいた英語聴き取り法。
8.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、リズムに焦点をおいた英
語聴き取り法。
9.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習および
全般的英語学習法、英語の語法、母音、子音に焦点をおい
た英語聴き取り法。
10.プレイスメント・テスト
11.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音変化に焦点をおいた
英語聴き取り法。
12.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、音省略に焦点をおいた
英語聴き取り法。
13.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、映画英語の聴き取り練
習。
14.学生が選んだ英文の文法、発音、意味などの学習およ
び全般的英語学習法、英語の語法、英語独学法。
15.英語総合学習法のまとめ。



2019-SJ00009602-A3フレッシュマン・イングリッシュⅡ「M(MN) R&L-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

This course is meant to introduce students to the rewards of reading
English-language short fiction. They will read six stories for
homework and then discuss them in groups in class, focusing on both
comprehension and vocabulary, and learning how to express their
opinions of the stories in English. There will be a short quiz each
week as well as a midterm and final exam, and related listening
activities will be covered on a listening test. Students will also keep a
notebook in which to collect and study new vocabulary from the
stories they read.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will develop better vocabularies as well as an
understanding of how to read foreign-language literature for learning
and pleasure. (知識・理解)

2.　Students will develop better extensive reading skills, as well as a
stronger ability to listen to spoken English.(技能)

3. The course will help students gain confidence in reading English
fiction, and interest in reading English for enjoyment.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should read the stories outside of class, as well as doing
other homework assignments included in “Theme and Content”
below. (1 hour)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly quizzes: 20% (goal 1)
Midterm test: 20% (goals 1-3)
Listening test: 20% (goal 2)
Final Test: 20% (goals 1-3)
Vocabulary notebook: 10% (goal 1)
Self-check: 10% (goals 1-3)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the term
examination period. There will also be no reexamination (sai shaken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

There is no textbook. All class materials will be provided by the
instructor.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in.  Students who miss more
than four classes will probably not be able to gain enough points
to pass the course.

The teacher's office hour is on Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction.
2. Quiz. Discuss Story 1 (Part 1).
3. Quiz. Discuss Story 1 (Part 2). Listening practice.
4. Quiz. Discuss Story 2 (Part 1).
5. Quiz. Discuss Story 2 (Part 2).
6. Quiz. Discuss Story 3 (Part 1).
7. Quiz. Discuss Story 3 (Part 2). Listening practice.
Homework: prepare for midterm test.
8. Midterm test; vocabulary notebook check.
9. Quiz. Discuss Story 4.
10. Placement Test.
11. Quiz. Discuss Story 5 (Part 1). Listening practice.
12. Quiz. Discuss Story 5 (Part 2)
13. Quiz. Discuss Story 6 (Part 1). Listening practice.
Homework: prepare for listening test.
14. Quiz. Discuss Story 6 (Part 2). Listening Test. Prepare
for final test, and prepare vocabulary notebooks and self-checks.
15. Final Test and vocabulary notebook check.



2019-SJ00009603-C0フレッシュマン・イングリッシュⅢ「M(MM) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの受験とスコアアップのための実践的なトレーニ
ングを中心とした指導をおこないます。TOEICの全パート（リ
スニングとリーディング）を対象とし、ジャンル別に、テスト
で頻出する問題を解きながら、スコアアップ対策をおこないま
す。授業の主眼を、資格試験に対応するための基礎力の習得と
し、特にPART7の読解問題については、100～150語で構成され
た問題を解きながら、論旨の展開を理解する訓練を積み重ねま
す。またテストに頻出する単語やフレーズ、表現に着目し、
Listen & RepeatやDictationなどの方法を用いてスキルアップを
はかります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語文化圏に属する国々（主にアメリカ、イギリス）に関す
る背景的知識を得る。(知識・理解)

②英語資格試験(TOEIC)で600点を取るために必要なスキル（語
彙、表現、構文）を身につける。(技能)

③TOEICの問題として取り上げられる文化的トピックに積極的
に興味・関心を寄せ、自分の考えを持ち、主張できる態度を身
につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でおこなうユニット冒頭にある、Vocabularyを、
授業開始までにチェックしておくこと（30分）。
復習：毎回学習したユニットの内容を、付属のオンライン教材
「CheckLink」上の問題を解いて復習すること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
発表10％（到達目標③）、小テスト（10回）30%（到達目標
②）、復習テスト（2回）20%（到達目標①②）、定期試験
（筆記試験：英単語、表現、文法問題、構文理解、日本語訳の
問題で構成）40%（到達目標①②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster for the TOEIC L&R Test Intermediate
[Author(s)]Naoyuki Bamba
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740907
[Comments]テキスト価格￥2,160

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず英和辞典（電子辞書等、スマートフォンは不
可）を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：導入、テキストの使い方（以下、各回のトピック
と学習事項を記す））
第2回：Travel  名詞
第3回：Dining Out　形容詞、小テスト1
第4回：Media　副詞、小テスト2　　　
第５回：Entertanment　主時制、小テスト3
第６回：Purchasing　主語と動詞の一致、小テスト4
第７回：Clients　能動態と受動態、小テスト5
第８回：Recruting　動名詞と不定詞、復習テスト（第1
回）
第９回：Personnel　現在分詞と過去分詞、小テスト6
第１０回：Advertising　代名詞、小テスト7
第１１回：Meetings　比較構文、小テスト8
第１２回：Finance　前置詞、小テスト9
第１３回：Offices　接続詞、小テスト10
第１４回：Sales & Managing　関係代名詞
第１５回：Events　語彙の結びつき（名詞￥・形容詞・動
詞・副詞）、復習テスト（第2回）



2019-SJ00009603-C1フレッシュマン・イングリッシュⅢ「M(MM) ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのスコアアップを目標とし、パターンや戦略を実践的に
学びます。毎授業で、Part 1 からPart 7 までの全てのパートをカ
バーし、TOEIC問題の形式に慣れてもらいます。また、本授業
では、TOEICのスコアアップを目指すだけでなく、語彙力を増
強することにも重点を置き、基礎的英語力を鍛えることを目指
します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) TOEICの頻出単語、および基礎的な英文法に関する知識を
身に着ける。(知識・理解)

(2) TOEICのリスニング問題の聞き取り、およびリーディング
問題の読み取りができる。(技能)

(3) 授業内外で英語学習に取り組むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

単語テストに備える（30分）
指定された範囲を毎回必ず予習する（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

参加状況(積極的姿勢、課題提出、欠席・遅刻の減点など）:
20% ［到達目標(1), (2), (3) ］
単語テスト: 20% ［到達目標 (3) ］
中間試験: 30％ ［到達目標 (2), (3) ］
最終試験: 30% ［到達目標(1), (2) ］

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEIC® L&R Test: On Target  -Book 2- (Revised
Edition)
[Author(s)]　大賀リエ他
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 9784523178743

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が多いと授業への参加状況（積極的発表等）が評価で
きないので、単位の習得が難しくなる場合があります。授
業中の活動や予習が特に重要となりますので、それらへの
積極的な取り組みが必要です。辞書必携。携帯電話の使用
不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．オリエンテーション 　
2. Unit 1  Travel
3. Unit 2  Health
4. Unit 3  Entertainment
5. Unit 4  Going House Hunting
6. Unit 5  Ecology
7. Review Test 1 (Unites 1-5)
8. 中間試験
9. Unit 6  Careers and Employment
10. Unit 7  Advertisements and Sales Campaign
11. Unit 8  Communications
12. Unit 9  Complaints and Troubleshooting
13. Unit 10 Innovations and Technology
14. Review Test 2 (Unites 6-10)
15．最終試験
※スケジュールは変更する事があります。



2019-SJ00009603-C2フレッシュマン・イングリッシュⅢ「M(MM) IA-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

During lessons, students will practice speaking and listening in small groups and
also with the teacher. Participation in these activities is necessary to gain the skills
that will be tested on the speaking tests.

There will be six homework assignments. The homework will be from the textbook
and on papers made by the teacher. Homework must first be completed in the
textbook and/or on the paper, and second entered into the class internet homepage
by the night before class. Doing this homework will prepare students for class
activities and for the quizzes. On weeks when there is no homework, students will
need to study for quizzes and speaking tests.

There will be five quizzes (short tests of 10-30 questions). The topics of the
quizzes will be the things studied in class and on the homework.

There will be three speaking tests. For the first one, students will speak in pairs,
practicing mostly questions and answers. For the second one, students will speak
with the teacher to show that they have learned the sentence patterns learned in
class. For the last one, students will talk in groups for 10-20 minutes, using all of
the skills practiced during the semester.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students who actively participate in class will be able to have simple
conversations in English about personal and professional topics. (技能)

2. Students will get more vocabulary and grammar knowledge, and improve their
ability to use the knowledge they have for actual communication.(知識・理解)

3. Students will learn strategies to successfully communicate even in difficult
situations with people from around the world.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not accepted).
In weeks where there is no homework, students need to review the textbook and
class activities to study for quizzes and speaking tests. This homework and review
will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

1. Quizzes: 20% (到達目標2)
2. Homework: 20% (到達目標2)
3. Speaking test 1: 15% (到達目標1 & 2)
4. Speaking test 2: 15% (到達目標1 & 2)
5. Speaking test 3: 30% (到達目標3)

Note: final scores may be increased or decreased by up to 10% based on
participation in class activities. (到達目標1, 2, & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Students who are absent without a good reason will get a zero on any test or quiz
given on that day. If a student has an emergency (medical, family problem, etc.) or
if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.), then they
must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If they do, they can
discuss with the teacher about how to make up the thing that they missed.

Students who actively participate in most classes may receive extra points added to
their final grade. Students who are late, who don’t bring their materials, who
sleep, who don't participate in class activities, who use too much Japanese, or who
cause problems in class may lose points from their final grade.

Any student who copies another student on homework, in-class work, or quizzes
will get -5% to their final class grade each time they copy because copying is
cheating. If the person who was copied gave permission to the cheater, that person
will also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Four Corners Level 2B
[Author(s)] Jack C. Richards and David Bohlke
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9781108627726
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Late homework is not accepted except when a student has an
emergency.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus. Homework 1
assigned.
2) "Yes/No Questions." Quiz 1. Homework 1 due (the night
before class). Homework 2 assigned.
3) "WH-Questions." Homework 2 due (the night before class).
4) "WH-Questions." Quiz 2.
5) Speaking Test 1. Homework 3 assigned.
6) Unit 7. Homework 3 due (the night before class).
7) Unit 8.
8) Unit 8.  Quiz 3.
9) Speaking Test 2. Homework 4 assigned.
10) Unit 10. Homework 4 due (the night before class).
11) Unit 11. Quiz 4. Homework 5 assigned.
12) Unit 12. Homework 5 due (the night before class).
13) Unit 12. Quiz 5. Homework 6 assigned.
14) Speaking Test 3 practice. Homework 6 due in class (no
online assignment).
15) Speaking Test 3.

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student listening,
speaking, writing, and reading skills.

Students will be able to speak simple and natural English sentences.

Students will learn to communicate about daily topics and world
issues.

Students will learn to make short presentations every week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation (30%)
In class assignments and presentations (30%: 6 x 5%)
2 major speaking presentations, a Mid-term and a Final. (40%: 2 x
20%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Just English F.C.
[Author(s)]C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Class rules and grading. Unit: Roots. Introducing
yourselves and friends.
2. Unit: activities. Hobbies and interests. Eye contact when
speaking
3. Unit: snacks and junk food. Energy and enthusiasm when
speaking
4. Unit: Japanese and Western customs.  Using gestures to
explain.
5. Group preparation, grading structure, conversation themes and
writing.
6. Mid term presentation.
7. Return Mid-term presentations, group and personal scores,
discussion, questions.
8. Unit: fashion. Going shopping, money, value.
9. Unit: the future. Future tense
10. Unit: Gifts. Give vs get. More gestures.
11. Unit: Gadgets. Descriptive terms, detail, monthly budget.
12. Unit: Have you ever? Grammar focus.
13. Group preparation, grading structure, conversation themes
and writing.
14. Final presentation.
15. Return finals, group and personal scores, discussion,
questions.
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井上　由美

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC は英語のコミュニケーション能力を計る試験で、近年、
大学・大学院入学や就職時、さらに就職後の研修等で幅広く採
用されています。このクラスでは実際のTOEICに基づいた演習
問題を解きながら、TOEICの問題形式になれ、リスニング、
リーディング共に、各自が目標とする点数を取れることを目指
します。同時に旅行や就職後など、実社会で使える英語を学ん
でいきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの意義、出題内容を理解し、自分の目標とする点数を
定め、受験計画をたてる。(態度・志向性)

②TOEICに必要な語彙力を養成する。教科書の語彙を習得す
る。(知識・理解)

③TOEICに必要なリスニング力を養う。教科書のリスニング問
題が聞き取れる。(技能)

④TOEICに必要な文法を身につける。教科書の文法問題が理解
できる。(知識・理解)

⑤TOEICに必要なリーディング力を養う。教科書のリーディン
グ問題が速読できる。(技能)

⑥TOEICへの勉強を通し、実践的英語を身につけ、自主的に英
語学習への取り組みができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回Unitの [Vocabulary], [Training Point](Reading Section),
を予習すること。その他の問題は授業中に時間を計りながら解
いていきます。(30分)

復習：前回の授業で行った内容を復習し、次回授業内の確認小
テストに向け準備する。Listening Sectionを音声を使い、繰り返
し音読、リピーティングすること。(60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業での積極的発言と参加態度 20% (到達目標①⑥)
確認小テスト20% (到達目標②③④)
リスニング試験30%(到達目標 ③)
定期試験30%(到達目標 ②④⑤)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] THE TOEIC TEST TRAINER TARGET 350 Revised
Edition
[Author(s)] Masami Tanabe, Kumiko Yumoto, Geoffrey Tozer
and George W. Pifer
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 9784863122574
[Comments] 2017年発行　¥2000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分の目標点を設定し、積極的にTOEICを受けます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

この計画は学生の理解度、希望等により変更されることが
あります。
1.   Introduction  (授業内容、評価法等の説明）
2.  Unit 1:オフィス  (自動詞、他動詞）
3.  Unit 2:買い物  (形容詞、副詞、前置詞）
4.  Review
5.  Unit 3:食事  (名詞、冠詞)
6.  Unit 4:観光  (進行形)
7.  Unit 5: 宣伝・広告  (完了形)
8.  Review
9.  Unit 6:数字  (不定詞)
10.  Unit 7:日常生活  (動名詞)
11.  Unit 8:エンターテイメント  (関係代名詞、副詞)
12.  Review
13.  Listening Test
　    Unit 9:交通  (複文)
14.  Unit 10:職業  (受動態)
15.  総復習
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石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本授業はCALL教室機能を使用した、TOEIC Listening and
Reading を受験する大学１年次生レベル以上の学力を備えた学
習者のためのスコアアップ対策講座である。TOEIC L＆R は今
や就職活動におけるエントリーシートにそのスコアを記入する
欄が設けてあるため、そこが空欄の場合、就職活動の最初の段
階でつまずくことにもなりかねない。つまり、TOEICのスコア
をできるだけ上げておくことは、大学生にとって就職前の基本
的心得の一つとなっているのである。TOEICスコアは練習に比
例してアップする。特にリスニング問題は苦手とする学習者が
多いので、しっかりとリスニング訓練をしておくことは、スコ
アアップに直結する部分がある。
使用するテキストのは、各ユニットがTOEIC L&R の全7パート
を網羅している。そして、毎回1 unit を学習する。実践感覚を
養うため、時間設定をしながら問題を解いていく。問題を解い
た後は解答と解説を行うが、解答は指名された受講者がワイヤ
レスマイクを通してReadingと併せて行い、解説は授業担当者
が行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質(語彙・文法・用法)およびその文化的背景(社
会・文化)に関する知識を身に着けることができる。(知識・理
解)

英語の4技能のうち特に聞く・読む能力を身につけることがで
きる。(技能)

TOEIC Listening and Reading でより高いスコアを取得する技術
を身につけることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：30分
復習：60分
授業中に時間設定を行い、問題を解く練習をするため、事前に
全ての問題を解く必要はないが、予習のため、Warm-Upの
Dictaion Practiceと頻出単語チェックのListening sectionとReading
Sectionの部分はしっかり取り組んでおくこと。
毎回配付される前の週に学習したリスニング問題の印刷原稿を
使用して聞き取れなかったリスニング問題の復習をしておくこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Listening と Reading で構成された復習テストで100%評価する。
復習テストを欠席した場合、申し出内容吟味の上、有資格者に
補填受験の機会を与える。定期試験期間中の試験は実施しな
い。したがって再試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] BEST PRACTICE FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST　Revised Edition
[Author(s)]Yoshizuka Hiroshi 他
[Publisher]　SEIBIDO
[ISBN] 9784791960309
[Comments]　2,200円(税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻をしないこと。辞書を携帯すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

  1. Introduction
  2. Unit　1 Restaurant
  3. Unit　2 Entertainment
  4. Unit　3 Business
  5. Unit　4 Office
  6. Unit　5 Telephone
  7. Unit　6 Letter & E-mail
  8. Unit　7 Health
  9. Unit　8 Bank & Post Office
 10. Unit　9 New Products
 11. Unit 10 Travel (1)
 12. Unit 11 Travel (2)
 13. Unit 12 Job Applications
 14. 復習テスト 1
 15. 復習テスト 2
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松尾　キャサリン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their speaking skills. Students
will improve their speaking by practicing pronunciation and
intonation. Students will learn how to communicate in English by
doing pair-work communication activities about topics and about
different situations (e.g. apologizing, inviting). To develop
vocabulary, we shall also study news events as they happen during a
term. As the course continues, we will learn how to take and make
longer turns. We will also practice making our turns more complex in
terms of grammar. As noted, students will learn to understand topics
connected with current events in the news. The teacher will make
notes of the vocabulary and phrases that occur in lessons and make
handouts which she will print out and give to students during the
semester. Students must review and show that they have knowledge of
the content of these handouts after receiving the handout. Every week,
class will begin with a review of the previous lesson(s) so students
must review course content each and every week. Your performance
in this review will account for 20% of your grade.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①Students will learn a range of functions in English. Students will
learn to ask and answer questions.(知識・理解)

②Students will develop flexibility in how to express themselves and
in order to perform functions.(技能)

③Students will learn principles of communication and demonstrate
that they understand them by their attitude and behaviour.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Every lesson will begin with a review of the content studied in
previous lessons.
Students must study the notes they write in class and also the
teacher’s handouts to review course content. Students should show
that they understand the content of the previous lessons. Students will
show their understanding by talking about previous topics, and asking
questions to fellow students about topics. week.Students are expected
to spend 2 hours per week of review outside class. Student
performance in weekly review will account for 20% of the course
grade.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・Performance in weekly review: 20%
・中間テスト: 20%
・Performance on in-class tests at the end of term: 60%
※There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).
※ There is no textbook for this course.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.
※Attendance and enthusiastic participation are vital to success in this
course, since each week builds upon the work of the previous week.

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし　The teacher will provide printed materials.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small groups for conversation practice,
complete homework and come to all (or almost all) lessons.
※Students must bring a dictionary to each lesson.
※　Students must NOT use mobile phones or smartphones in
class unless asked to do so to find information.
※ There is no textbook for this course.
※Attendance and enthusiastic participation are vital to success
in this course, since each week builds upon the work of the
previous week.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Reading the Common European Framework of
Reference to see what we need to be able to do; practicing
pronunciation.
Weeks 2 to 5: Cooperating in conversations on various topics
and in order to do various things such as apologizing, inviting.
Saying more than the minimum, reacting, asking questions.
Week 6: Review
Week 7: Mid-term test/中間テスト.
Weeks 8 to 12:　 Cooperating in conversations on various topics
and in order to do various things such as apologizing, inviting.
Saying more than the minimum, reacting, asking questions.
Taking longer turns.
Week 13: Review of the course.
Week 14: In-class testing.
Week 15: In-class testing.
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ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に
答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりませ
ん。宿題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをした
り、会話テストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(知識・理解)

日常のスピーキング(知識・理解)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキスト
の部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題
と、ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ
毎週、小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼン
テーションか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授
業外での準備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
10%   プレゼンテーション１（4週目）　
10%   会話テスト１ （8週目）　
20%   プレゼンテーション２　（11週目）
20%   会話テスト２ （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question が
あります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、より長
い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書くた
めのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 2A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620250
[Comments] オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してください。
しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質問をし
たりプレゼンテーションをしているときには聞きましょう。ちゃん
と参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるような学生は、減
点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてください。
遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テストを
受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テストを受け
損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大幅
に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダウ
ンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class writing. 宿
題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終わ
らせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1 の練
習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わら
せ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ランダ
ム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3 Self-
Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿題:
Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を終
わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus. プレ
ゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る. 宿
題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わらせる.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わら
せる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション2 の
練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-Study
& Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 -  小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study &
Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellw3.blogspot.com)



2019-SJ00009604-B5フレッシュマン・イングリッシュⅣ「M(MM) ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、TOEICの受験対策を念頭に置きながら、英語能
力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読んで内容を把
握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基礎的な聞き
取り練習を実施することで話し手の意図を理解できるようにな
る（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で英語の基礎
となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICでよく使用される文法や語彙を理解できる。(知識・理
解)

TOEICの出題傾向を把握し、大量の問題を効率的に解く技能を
身に着ける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。(50分)
復習：前の授業で行った内容を復習する。(50分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テスト20%
定期試験60%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] TOEIC ® Test: Advantage
[Author(s)] Masayuki Teranishi, Kuniko Miyakami, Masako
Nasu
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17750-0

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション（授業の進め方）
2. Traveling Abroad
3. Food and Cooking
4. Literature and Writing
5. Science
6. International Economics
7. Global Issues
8. Shopping and Retail
9. The World of Work
10. Learning Languages
11. Globalization of Japanese Universities
12. A sense of History
13. Country Living
14. The Environment
15. The Quality of Life



2019-SJ00009604-B6フレッシュマン・イングリッシュⅣ「M(MM) ESP-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、英語資格試験のうちTOEIC対策用の教材（500点
レベル）を使用し、実践的に問題を解いていくことでテスト構
成や形式に慣れるトレーニングを行います。言語の４技能は相
互に関連しているため、ListeningとReading能力はSpeakingと
Writingというアウトプット能力を磨くことで更に上達すると言
われています。
よって授業では、TOEICの試験対策だけでなく総合的な英語運
用力を養うことを目的とし、オンライン上利用可能なリーディ
ングおよびリスニング素材をふんだんに使用します。また、ペ
アやグループワークによる協働作業を多く取り入れ、適宜、発
表等のプロジェクトを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習  指定箇所（文章の一読、知らない単語の推測・辞書での
確認等)（30min)
復習 レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの学
習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30% （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SUCCESSFUL KEYS TO THE TOEIC(R) TEST 1 / 4th
Edition
[Author(s)] Mark D. Stafford
[Publisher] Kirihara Shoten
[ISBN] 978-4-342-55262-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ずウェブサイト上で確認の
上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1 Daily Life (Listening parts)
3: Unit 2 Places   (Reading parts)
4: Unit 3 People (Listening parts)
5: Unit 4 Travel  (Reading parts)
6: Unit 5 Business (Listening parts)
7: Review (U1-5) + Project 1
8: Unit 6 Office  (Reading parts)
9: Unit 7 Technology (Listening parts)
10: Unit 8 Personnel  (Reading parts)
11: Unit 9 Management (Listening parts)
12: Unit 10 Purchasing  (Reading parts)
13: Unit 11 Finances (Listening parts)
14: Review (U6-10) + Project 2
15: Overall review of the semester & term test



2019-SJ00009604-B7フレッシュマン・イングリッシュⅣ「M(MM) IA-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience and understand how to explain their ideas in
detail.(知識・理解)

Students will gain the ability to speak in front of others.(技能)

Students will be taught to understand the differences of Japanese
versus native English speaking styles. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units.Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1 (2nd edition)
[Author(s)]Steven Gershon
[Publisher]Cambridge University Press
[ISBN]　978-1107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Understanding Presentations
2. Interviewing
3. Interviewing (continued)/Describing places
4. Describing places (continued) / Presentation preparation
5. Presentations
6. Describing things
7.  Describing things (continued) / Presentation preparation
8.  Presentation
9.  Memories
10. Memories (continued) / Presentation preparation
11. Presentations
12. Process explanation
13. Process explanation (continued) / Presentation preparation
14. Final presentation preparation
15. Final presentation



2019-SJ00009604-B8フレッシュマン・イングリッシュⅣ「M(MM) IA-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on recognition of written and spoken
forms, and on explaining and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight: High-Beginner (3rd edition)
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-029-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 0. Looking over the course. Homework:
textbook and vocabulary study.
3. Unit 1. Quiz 1. Talking about likes and dislikes.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2. Quiz 2. Fluency with money and prices.
Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 3. Quiz 3. Describing your family.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 4. Quiz 4. Talking about things you did.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 5. Quiz 5. Describing occupations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 0 to 5). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 6. Quiz 6. Describing your daily routine.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 7. Quiz 7. Describing occupations.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 8. Quiz 8. Talking about school subjects.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 9. Quiz 9. Giving instructions.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 10. Quiz 10. Describing current actions.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 11. Talking about the future.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 6 to 11).
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICは今や就職やキャリアアップの際に避けては通れない
検定試験の一つとなりました。受講者の皆さんの目的は「英語
力をつけたい」、「就職を有利にしたい」など様々だと思いま
すが、TOEICのスコアアップという共通の目標に向かって、で
きるだけ効率的に授業を展開していきたいと思います。TOEIC
のスコアアップには基本となる英語力はもちろんのこと、
TOEICに独特の形式に対応できるテクニックを身につけること
も重要です。マニュアルやテクニックというと響きは悪いです
が、少しでも短時間で要領よく解答できるようになるためには
欠かせない技術です。本授業ではそうしたTOEICに特有なパ
ターンを「ターゲット」や「解法のポイント」としてまとめて
あるテキストを使用し、毎回違う文法項目に焦点を当てて学ん
でいきますので、毎回の授業内容をきちんと定着していくこと
によって、短期間でもスコアアップは十分期待できます。
　本授業では予習よりもむしろ復習を重要視します。あらかじ
め問題を解いてくる必要はありませんが、必ず前回の授業で
扱った内容を復習してきてください。毎回、授業の初めに復習
テストを実施し、学習内容の徹底を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のリスニングの基礎力を身に付けることができる。(技
能)

②英語のグラマーの基礎力を身に付けることができる(知識・
理解)

③授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

④TOEICに独特の形式に対応できるテクニックを身に付けるこ
とができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習よりもむしろ復習に力を注ぎ、次週までに習った表現、単
語等の復習を徹底しておくことが重要です。（６０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

日頃の学習への取り組み及び試験による評価

・授業態度などを含む学習状況　　２０％(①②③④を基準と
して評価)
・課題提出状況　　　　　 　　 　２０％(①②③④を基準とし
て評価)
・定期試験　　　　　　　　　　　６０％(②④を基準として
評価)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Perfect Practice for the TOEIC L&R Test-Revised
version-
[Author(s)]石井 隆之
[Publisher]SEIBIDO
[ISBN]978-4-7919-3419-5

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じ、授業中にお知らせします。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には辞書を持参のこと。授業中の私語、携帯使用は厳
禁です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Studying Abroad
2.International Conference
3.Holidays
4.Leisure
5.Restaurant
6.Online Shopping
7.Global Warming
8.Websites
9.Workplace
10.Nursing Care
11.Global Trading
12.Eco-Friendly Economy
13.Business Trips
14.Hybrid Cars
15.総まとめ



2019-SJ00009604-C0フレッシュマン・イングリッシュⅣ「M(MN) ESP-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

進藤　範子

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICテスト(Listening&Reading)の出題形式に慣れ、そのス
コアアップを図るため、リスニング力とリーディング力をバラ
ンス良く磨くタスクを行います。具体的には、各ユニットごと
に決められたテーマに即した問題を解きながら、"Part 1"から
"Part 7"までの実際の出題形式やその戦略を段階的に把握してい
きます。また、リーディングでは、文法事項だけでなく、語
彙・品詞問題、速読などの対策も行います。リスニングでは、
"REVIEW TASK"として"DICTATION"に取り組みます。毎回、
前ユニットの復習テスト（小テスト）を行い、学習したことを
確実に身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICの出題形式やその戦略を理解する。
(知識・理解)

文法・語法・口語表現を確認し、理解する。(知識・理解)

英語の速度やリズム、音声変化などの発音に慣れ、リスニング
力を向上させる。(技能)

語彙を増やし、英文を読んで内容を素早く理解するリーディン
グ力を強化する。(技能)

各自が目標とするスコアをクリアする。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】次の回でするUNITの練習問題を指示された形式で行
う。テキスト付属のCDを使ってリスニングをする。(40分）
【復習】学習した内容を整理し、リスニングのパートを使って
シャドーイングをする。宿題（DICTATION)を仕上げる。小テ
ストの準備をする。(40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
＊平常点　　　　　１０％（学習状況など授業への取り組み）
＊小テスト　　　　２０％（各ユニット終了後実施）
＊課題提出　　　　１０％（DICTATION）
＊リスニングテスト２０％
＊定期試験　　　　４０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Totally TOEIC L&R TEST: Challenge 400
[Author(s)]Terry O'Brien他
[Publisher]NAN'UN-DO
[ISBN]978-4-523-17895-8C0082
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業で詳細を説明します。テキストと筆記用具を持参
のうえ、必ず参加しましょう。授業には辞書を持参するこ
と。(スマートフォンを辞書代わりに使用することは禁
止。）また、テキストを使用したリスニングテストがあり
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．はじめに:授業の進め方、評価方法やスケジュールな
どについての説明を受けます。また、UNIT 1を使って自学
学習の方法を実践します。(２̃１４回は下記の通り、テキ
ストに沿って各テーマについて学習します。一つのユニッ
ト終了後、小テストを受けます。なお、学習する内容は変
更される場合もあります。）
２．UNIT 1 & 2 : Traffic & Weather
３．UNIT 3 : Lunchtime
４．UNIT 4 : Hotels
５．UNIT 5 : Health
６．UNIT 6 : A New Life
７．UNIT 8 : Job Hunting
８．UNIT 9 : Workplaces & Products
９．UNIT 10 : Customer Service
１０．これまでの復習と補足
１１．UNIT 11 : Office Messages
１２．UNIT 12 : Ordering & Shipping
１３．UNIT 13 : Business Trip
１４．UNIT 14 : Success in Business
１５．リスニングテスト＆後学期のまとめ



2019-SJ00009604-C1フレッシュマン・イングリッシュⅣ「M(MN) IA-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に
答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりませ
ん。宿題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをした
り、会話テストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(知識・理解)

日常のスピーキング(知識・理解)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキスト
の部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題
と、ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ
毎週、小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼン
テーションか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授
業外での準備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40% 毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
10% プレゼンテーション１（4週目）　
10% 会話テスト１ （8週目）　
20% プレゼンテーション２　（11週目）
20% 会話テスト２ （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question
があります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、よ
り長い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書
くためのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 2A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620250
[Comments] オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してくださ
い。しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質
問をしたりプレゼンテーションをしているときには聞きましょ
う。ちゃんと参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるよう
な学生は、減点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてくださ
い。遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テ
ストを受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テス
トを受け損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大
幅に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダ
ウンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class
writing. 宿題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終
わらせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1
の練習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わ
らせ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ラン
ダム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3
Self-Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿
題: Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を
終わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus.
プレゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る.
宿題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わら
せる.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わ
らせる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーショ
ン2 の練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラ
ンダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-
Study & Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 - 小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラ
ンダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study
& Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellw3.blogspot.com)



2019-SJ00009604-C2フレッシュマン・イングリッシュⅣ「M(MN) IA-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松尾　キャサリン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their speaking skills. Students
will improve their speaking by practicing pronunciation and
intonation. Students will learn how to communicate in English by
doing pair-work communication activities about topics and about
different situations (e.g. apologizing, inviting). To develop
vocabulary, we shall also study news events as they happen during a
term. As the course continues, we will learn how to take and make
longer turns. We will also practice making our turns more complex in
terms of grammar. As noted, students will learn to understand topics
connected with current events in the news. The teacher will make
notes of the vocabulary and phrases that occur in lessons and make
handouts which she will print out and give to students during the
semester. Students must review and show that they have knowledge of
the content of these handouts after receiving the handout. Every week,
class will begin with a review of the previous lesson(s) so students
must review course content each and every week. Your performance
in this review will account for 20% of your grade.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①Students will learn a range of functions in English. Students will
learn to ask and answer questions. (知識・理解)

②Students will develop flexibility in how to express themselves and
in order to perform functions.(技能)

③Students will learn principles of communication and demonstrate
that they understand them by their attitude and behaviour.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should show that they understand the content of the previous
lessons. Students will show their understanding by talking about
previous topics, and asking questions to fellow students about topics.
Students are expected to spend 2 hours per week of review outside
class. Student performance in weekly review will account for 20% of
the course grade.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
・Performance in weekly review: 20%
・中間テスト: 20%
・Performance on in-class tests at the end of term: 60%
※There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).
※ There is no textbook for this course.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework, or their
efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし　The teacher will provide printed materials.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small groups for conversation practice,
complete homework and come to all (or almost all) lessons.
※Students must bring a dictionary to each lesson.
※　Students must NOT use mobile phones or smartphones in
class unless asked to do so to find information.
※ There is no textbook for this course.
※Attendance and enthusiastic participation are vital to success
in this course, since each week builds upon the work of the
previous week.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Reading the Common European Framework of
Reference to see what we need to be able to do; practicing
pronunciation.
Weeks 2 to 5: Cooperating in conversations on various topics
and in order to do various things such as apologizing, inviting.
Saying more than the minimum, reacting, asking questions.
Week 6: Review
Week 7: Mid-term test/中間テスト.
Weeks 8 to 12:　 Cooperating in conversations on various topics
and in order to do various things such as apologizing, inviting,
accepting, refusing. Saying more than the minimum, reacting,
asking questions. Taking longer turns.
Week 13: Review of the course.
Week 14: In-class testing.
Week 15: In-class testing.



2019-SJ00009611-95インターミディエイト・イングリッシュⅠ「M(MM) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとライティングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、様々な素材
を読解し、書く訓練を通し、英語特有の表現を着実に身に着け
る。毎回の訓練によって、様々な状況下（ビジネス、職場での
やりとり、論文作成等）で適切な英語表現を使い分け、英語を
意思発信の「ツール」として自由に使用できるようになること
を目標とする。(技能)

主体的な英語学習者となる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、小テストを行うので、指示があった箇所の復習を各自で
必ず行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（本授業は、グループワークが中心となりま
す。グループワークが円滑に進められている場合は、その姿勢
を高く評価します。）

小テスト20％　（合計10回。ディクテーションやショートエッ
セイなど、授業で扱った素材からの出題です。事前に指示しま
すので、授業終了後、各自必ず自宅学習をして臨むこと。）

クラス内テスト40％（Reading 20%, Dictation 20%）

※尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
※授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価が
できないため、単位取得が難しくなる場合があります。
※授業中には、教員が教室を巡回します。遅刻や居眠り、ス
マートフォンの使用、授業内容とは関係のない私語等を発見し
た場合は、平常点から減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. ニュースの英語
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括



2019-SJ00009611-96インターミディエイト・イングリッシュⅠ「M(MM) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのテスト形式に倣った演習問題を解くことによって、ビ
ジネスにおける英語を用いたコミュニケーションの基礎となる
語彙・文法力を培います。また、ビジネスの現場で必要とされ
る情報収集力の育成に役立つTOEIC解法のストラテジーについ
ても学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出の語彙（=ビジネスに役立つ英単語や表現）を
覚えて身につける。(知識・理解)

②TOEICのリーディング・セクションを効率よく解答できる読
解力を身につける。(技能)

③TOEICのリスニング・セクションを効率よく解答できる聴解
力を身につける。(技能)

④TOEICの出題形式に慣れ、本番の試験にも気後れせずに受験
できる態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞（45分）
テキスト内の指定された英文について、入念に辞書を引いて内
容を把握する。

＜復習＞（60分）
この授業では、復習が特に大切です。松柏社のウェブサイトか
ら音声をダウンロードし、それを少なくとも5回は聴き直すよ
うにしてください。さらに、ポーズやアクセントのタイミング
にも注意しながら、できるだけ音声に忠実に音読練習もしてく
ださい。また、授業中に読んだ英文も時間を気にせずに一字一
句意味を確認しながら丹念に読み直して下さい。
　
授業以外でも英語に触れる機会をできるだけ多くもつように心
がけて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験　５０％（到達目標①②④）
・授業への積極的な取り組み　２０％（到達目標②③④）
・復習テスト　３０％（到達目標①）　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The TOEIC Listening and Reading Test Circuit (Updated Edition)
[Author(s)]Tomoyuki Tsuruoka and Matthew Wilson.
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-729-2
[Comments]必ず購入しておいて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・充分な予習をした上で授業に臨むようにして下さい。
・授業に参加することは当然なので、欠席や遅刻をしないこと。
・授業を欠席すると平常点の評価ができなくなるため、単位取得
が難しくなる場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回の講義につき、テキスト1章分を中心にリスニング・リーディ
ング演習及び語彙構築のトレーニングを行います。
 
第1回 ガイダンス　

第2回　Unit 1 旅行①
「観光」に関する語彙と表現を学ぶ。

第3回　Unit 2 オフィス①
ビジネス・メールでよく使われる語彙と表現を学ぶ。

第4回　Unit 3 レストラン
「料理」に関する語彙と表現を学ぶ。

第5回　Unit 4　季節・天気
「天気・天候」に関する語彙と表現を学ぶ。

第6回　Unit 5 健康
「健康・病気」に関する語彙と表現を学ぶ。

第7回　Unit 6　旅行②
海外出張の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第8回　Unit 7 休暇　
「休暇」に関する語彙と表現を学ぶ。
　
第9回　
復習テスト：これまでに身につけた語彙力を試すテスト。
+
Unit 8 オフィス②
「部署」に関する語彙と表現を学ぶ。

第10回　Unit 9 ショッピング
買い物の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第11回　Unit 10 就職活動
「就職活動」に関する語彙と表現を学ぶ。

第12回　Unit 11 娯楽
「娯楽」に関する語彙と表現を学ぶ。

第13回Unit 12 旅行③
家族旅行の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第14回Unit 13 オフィス③
交渉の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。

第15回Unit 14 会議
会議の際によく使われる語彙と表現を学ぶ。
+
授業のまとめ



2019-SJ00009611-97インターミディエイト・イングリッシュⅠ「M(MM) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。なお、学習の際
ポートフォリオ（ファイルのようなもの）に学習内容を記録し
ます。日付、学習した項目、知らない単語や表現、間違えた問
題の反省などを記録しておきます。学期末にポートフォリオを
提出してもらい、成績評価の材料とします。
　文法問題を解く際は大学受験に使用した参考書を持参する。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語のリ
スニングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語の
リーディングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

英文を書いたり話したりする上で困らない英語のグラマーの基
礎力を身に付けることができる。(知識・理解)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します。 （30分～１時間程度）
　なお、記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
　復習テスト（５０％）、授業中の学習内容、コンピュータの
学習履歴（５０％）によって評価を行います。
※ 定期試験期間中に試験は実施しません。したがって再試験も
実施しません。やむを得ない事情により復習テストを欠席した
場合は追試を実施します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher] reallyenglish
[ISBN]
[Comments] 5000円程度。インターネット教材であるため
にiSBNはない。後期も前期と同じ教材を使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
2 Grammar１
3 Reading 1
4 Listening 1
5 Grammar 2
6 Reading 2
7 Listening 2
8 Grammar 3
9 Reading 3
10 Listening 3
11 Grammar 4
12 Reading 4
13 Listening 4
14 復習テスト
15 総復習および追試



2019-SJ00009611-98インターミディエイト・イングリッシュⅠ「M(MN) R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

柴田　千秋

◎－－－　概要　－－－◎

英字新聞を題材にした時事英語入門のリーディングテキストを
用います。現代の日本におけるさまざまな話題についての英文
記事を読み、内容を理解するとともに、多彩な作業を通して英
語の運用能力を高めて行きます。まず、記事を読む前に話題に
関連する重要語句や構文、英字新聞の基礎知識などを学びま
す。記事を読んだ後は要約文を完成し、内容を確認する設問に
答えていきます。各課の記事に関連する短い英文を速読するこ
とで、速読の訓練もして行きます。また、学習した課の語彙や
構文を復習する小テストを、次回の授業の最初に毎回行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を理解するために必要な語彙を増やす。(知識・理
解)

長文の読み取りに必要な文構造を把握する。(技能)

英語による要約文を完成する力をつける。(技能)

英文記事を速読する力をつける。(技能)

簡単な英文を書く力をつける。(技能)

自発的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習については、次回の課を読んで知らない単語を確認し辞書
で引いてくること。（４０分）
復習については、学習した課の重要な単語や構文を覚えて書け
るようにすること。（４０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点（授業での発表）１０％（到達目標⑥）
各課の復習小テスト２０％（到達目標①）
速読テスト１０％（到達目標④）
学期最終回前に行う復習テスト３０％（到達目標②③⑤）
定期試験３０％（到達目標②③⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Insights 2019
[Author(s)]村尾純子、深山晶子、椋平　淳、辻本智子、
Ashley Moore
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740754
[Comments]価格1900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には予習して臨み、必ず辞書を持って来ること

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方、評価の仕方の説明 / Chapter 1: Let’s
Look at Study Abroad Statistics
2. Chapter 2: “Unmeltable” Ice Cream
3. Chapter 3: Never Stop Longing
4. Chapter 4: Therapeutic Yoga!
5. Chapter 5: Say Goodbye to Sleepless Nights
6. Chapter 6: Hot and Humid
7. Chapter 7: Power of Art Helps Catch Criminals
8. Chapter 9: War on Food Waste
9. Chapter 10: Lupin the Third Never Ages
10. Chapter 11: Bacteria Could Curb Tsunami
11. Chapter 13: A Worm Knows!
12. Chapter 15: Young Blood Sustains Old Demons
13. Chapter 18: China’s “Earthquake” of Waste
14: 復習テスト
15: まとめと解説



2019-SJ00009611-99インターミディエイト・イングリッシュⅠ「M(MN) ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：TOEICの受験を念頭にトレーニングを行なう。FEで
身に付けた力をさらに伸ばす。
授業の進め方：テキストに沿って進める。
学習の方法：語彙のチェックを行なって授業に臨み（小テスト
あり）、授業後には知識の定着を図ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) TOEIC LRの単語・文法・構文（中級レベル）を身につけ
る。(知識・理解)

(2) TOEIC LR に対応するリスニング力およびリーディング力
（中級レベル）を身につける。(技能)

(3) 授業内外で、与えられた課題を中心に、主体的に英語学習
に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定する語彙を頭に入れ、使いこなせるまで練習するこ
と。
復習：音源を用い、リピーティング、シャドーイング、暗唱を
行い、表現が口をついて出てくるようにすること。（予習・復
習合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
毎回の小テスト（到達目標(1)）・課題（到達目標(2)(3)）・授
業での練習（到達目標((2)(3)）（約50%）＋定期試験（到達目
標(1)(2)(3)）（約50%）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]公式TOEIC Listening & Reading 問題集２
[Author(s)]Educational Testing Service
[Publisher]国際ビジネスコミュニケーション協会
[ISBN]978-4906033508
[Comments]テキスト価格：2,800円＋税

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction Test 1 Part 1
２．Test 1 Parts 1 & 5
３．Test 1 Parts 2 & 6
４．Test 1 Parts 3 & 7
５．Test 1 Parts 4 & 7
６．Test 1 Wrap-up 1
７．Test 1 Wrap-up 2
８．Mid-term Test
９．Test 2 Parts 1 & 5
10．Test 2 Parts 2 & 6
11．Test 2 Parts 3 & 7
12．Test 2 Parts 4 & 7
13．Test 2 Wrap-up 1
14．Test 2 Wrap-up 2
15．Review



2019-SJ00009611-A0インターミディエイト・イングリッシュⅠ「M(MN) C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、オンライン教材を用いて総合的な英語運用能
力、特に文法力、読解力、聴解力（リスニング力）を高めま
す。英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が
必要とされるのは言うまでもありません。グラマーパートでは
その必須文法力を向上させます。またインターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。リーディングパートでは、日常生活とビジネスで求めら
れる英文読解力を養成していきます。リスニングのパートで
は、英語を正確に聴き取ることに重点をおきます。特に、英会
話で頻出する表現に親しむことで、自然に会話力の養成につな
がるでしょう。なお、学習の際ポートフォリオ（ノート）に学
習内容を記録していきます。日付、学習した項目、知らない単
語や表現、間違えた問題の反省などを記録しておきます。学期
末にポートフォリオを提出してもらい、成績評価の材料としま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語のリスニングの基礎力を身に付けることができる。(技
能)

②英語のリーディングの基礎力を身に付けることができる。
(技能)

③英語のグラマーの基礎力を身に付けることができる。(知
識・理解)

④授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：自宅や大学のパソコンを使用して、grammar, reading,
listeningの問題を学習します（45分）
復習：記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価をおこないます。

復習テスト（５０％）（到達目標①，②，③）
授業中の学習内容、コンピュータの学習履歴（３０％）（①，
②，③，④）
ポートフォリオ（２０％）（④）

※この授業では、コンピューターを使って毎時間、決められた
ユニットを解答することが求められます。欠席すると必然的に
その活動が出来ないため、評価を下げることになるので注意し
て下さい。また遅刻についても、回数が多ければ多いほどマイ
ナス点が大きくなるので気をつけて下さい。

※定期試験期間中に試験は実施しません。よって、再試験も実
施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher] Reallyenglish
[ISBN]
[Comments]5000円程度。インターネット教材であるため、
ISBNはありません。なお、後期も引き続き同じ教材を使
用します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲
覧を禁止します。
・初回授業でe-learningサイトへの登録を行いますので、登
録に必要なテキスト（封筒形式／5000円程度）を必ず購入
して授業に臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンスと実力診断テスト
2 Grammar その1
3 Reading その1
4 Listening その1
5 Grammar その2
6 Reading その2
7 Listening その2
8 Grammar その3
9 Reading その3
10 Listening その3
11 Grammar その4
12 Reading その4
13 Listening その4
14 レッスン復習テスト
15 復習テスト追試および補足



2019-SJ00009612-95インターミディエイト・イングリッシュⅡ「M(MM) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will read and write about a variety of topics.
Students will learn vocabulary and reading strategies to help them
understand the readings. Students will also learn ways to organize
their writing. Each unit will end with a paragraph writing exercise.
Students will use vocabulary and grammar learned in the unit in their
paragraph. Students will complete the paragraph for homework and
hand it in the next class. Paragraphs should be handed in week 4, 6, 8,
10, 12, 14 and 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will learn vocabulary that will help them understand the
readings.(知識・理解)

2.　Students will be able to use vocabulary and grammar from each
unit in their own writing.(技能)

3.　Students will learn strategies for reading that will help them
understand the readings in each unit.(技能)

4.　Students will learn ways to organize their writing.(知識・理解)

5.　Students will participate actively in class activities.(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to review grammar and vocabulary each week (30
mins) and use it in their paragraphs (90 mins).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in reading, writing and speaking activities in class: 30%
（到達目標 1, 3, 4, 5）
Homework writing: 70%　（到達目標 2, 4）

Students will lose homework points for late homework.
Students will lose participation points for being late, absent, sleeping
or using their cell phone.
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Skillful Reading & Writing 1
[Author(s)]　David Bohlke
[Publisher]　MacMillan
[ISBN]　978-1-7863-2941-7
[Comments]　￥2,800

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction to the course
2.Unit 1 Character
3.Unit 1 Character Homework:Paragraph
4.Unit 2 Time
5.Unit 2 Time Homework:Paragraph
6.Unit 5 Patterns
7.Unit 5 Patterns　Homework:Paragraph
8.Unit 6 Speed
9.Unit 6 Speed  Homework:Paragraph
10.Unit 8 Extremes
11.Unit 8 Extremes　Homework:Paragraph
12.Unit 9 Life
13.Unit 9 Life  Homework:Paragraph
14.Unit 10 Work 　Homework:Paragraph
15.Unit 10 Work



2019-SJ00009612-96インターミディエイト・イングリッシュⅡ「M(MM) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業はTOEIC対策用の中上級レベルのテキストを用い
て、聴解・文法・読解の総合的な力を養っていきます。
　通常のTOEIC Testとは逆に、Reading　Parts（5-7）からやっ
ていきます。問題の解答だけでなく、なぜそれが正しく他の選
択肢は誤っているのかの説明と、問題の英文の和訳もやってい
ただきます。
　次に、Listening Parts (1-4)にもどり、小テスト形式でチャレ
ンジをしていただきます。解答用紙回収後、スクリプトを配布
して解答の確認とポイントの解説をおこないます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の実践的な文法的知識を修得する。(知識・理解)

日常的場面における実用的な英会話のリスニングができる。
(技能)

インターネットやＥメールを媒体とする、実用的な英語を読解
できる。(技能)

授業内外で真剣に英語の学習に取り組むようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、Listening Parts (1-4)とReading Parts(5-7), および巻末に
ある自習用のSelf-study Quizzesの対応するユニットの問題を予
習しておくこと。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価し
ます。

・定期試験：６０％　（基準：実践的文法知識と実用的な英語
の読解力）
・毎回提出のListening Parts(1-4)の成績：２０％
　　　　　　　　　　(基準：実用的な日常会話のリスニング
力）
・毎回の学習状況：２０％　（基準：真剣に英語学習に取り組
む姿勢）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Successful Keys to the　TOEIC Test 3: Goal 700　(4th
Edition)
[Author(s)] Mark D. Stafford
[Publisher] 桐原書店
[ISBN]　　　 978-4-342-55264-9

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Unit 1: Daily Life
3. Unit 2: Places
4. Unit 3: People
5. Unit 4: Travel
6. Unit 5: Business
7. Unit 6: Office
8. Unit 7: Technology
9. Unit 8: Personnel
10. Unit 9: Management
11. Unit 10: Purchasing
12: Unit 11: Finances
13: Unit 12: Media
14: Unit 13: Entertainment
15: 定期試験の諸注意および質問回答



2019-SJ00009612-97インターミディエイト・イングリッシュⅡ「M(MM) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

自宅や大学のPCを利用して、インターネット上の教材にアクセ
スし、文法やリーディング、リスニングの問題を学習します。
半期で48レッスンの修了を目標とし、継続的な自学自習によっ
て総合的な英語能力の向上を目指します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①様々なトピックの英文の大意を聞き取ることができる(技能)

②様々なトピックの英文を読み解くことができる。(技能)

③中級レベルの英文法を理解することができる。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

進行予定表に従い、自宅、あるいは大学のPC教室などでe-
learning課題のうち2レッスンを毎週学習してください。（45
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

(1)e-learning課題修了（毎週課されるリスニング・リーディン
グ・グラマーに
関する練習問題を解き、各レッスンのテストを70％以上の正答
で合格とし、最終テストまでに48レッスン修了するこ
と）：20％（到達目標①②③）
(2)平常点（積極的な授業参加および定められたe-learning課題の
進捗状況を評価する）：30％（到達目標④）
(3)最終テスト：50％（到達目標①②③）（定期試験期間中の試
験は行いません。再試験は実施しません）
(4)注意点：遅刻や居眠り、携帯電話の使用などは平常点から随
時減点します。また、授業中に実施する課題や授業参加の評価
ができないため、3分の1以上の欠席は単位取得が困難になるこ
とがあります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]ReallyEnglish
[ISBN]
[Comments]web教材（オンライン教材の登録に必要な資料
を封筒形式で販売しています）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回授業には必ずテキストを購入して出席してください。
授業には必ず辞書を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス、Telling a story他　グラマー
2 The rules of happiness他　グラマー
3 Getting in touch他　グラマー・リーディング
4 Wishing things were different他　グラマー・リーディング
5 A Japanese writer living in the U.K.他　グラマー・リーディ
ング・リスニング
6 Making speeches他　リスニング・グラマー・リーディン
グ
7 Sales activities他　リスニング・リーディング
8 前半総括
9 Social networking and your business他　リスニング・リー
ディング
10 Travel problems他　リスニング・リーディング
11 Video and teleconferencing他　リスニング・リーディン
グ
12 Working in an office他　リスニング・リーディング
13 Agreeing and disagreeing in meetings他　リスニング・
リーディング
14 最終テスト
15 総括



2019-SJ00009612-98インターミディエイト・イングリッシュⅡ「M(MN) R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

谷岡　敏博

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、英語の読解力と英作力の向上を主眼とする授業
です。
読解力向上については、平易な英語のエッセイを読み、英文を
読む
スキルを身に付けることを目指します。本文の内容は、日本と
密接
な関係のあるアメリカについての理解を深めるものです。

　英作力向上については、平易な日本文の英文への転換時の
“コツ”を
身につけることを目指します。教材は教科書と副教材プリン
ト。練習
問題を通じて文字通りの訳ではなく、意味をいかに平易な英語
表現や
英文で伝えるかの英作力の習得が期待できます。
   
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　読解力向上
　　・平易な英語のショートエッセイを読み、英文を読むスキ
ルの向上を
　　　目指します。
　(技能)

２　英作力向上
　　・平易な日本文の英文への転換時の“コツ”を身につける
ことを目指し
　　　ます。(技能)

３　読解の本文からは、日本と密接な関係のあるアメリカにつ
いての理解を
　　深めることが期待できます。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・本文の予習が望ましい（最低30分）。
　予習には各レッスンの本文の前にあるヒント(Hints for reading
　passage)を参照すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合で、注意
事項も含め総合評価します。

・期末の定期試験 　・・・約９０～８５％（到達目標１，２）
・授業での発表　　 ・・・約１０～１５％（到達目標１、２）
・ボランティア得点 ・・・積極的に発表した場合の加算点（２
点/回）
　　　　　　　　　　　　（到達目標２）

注意：欠席過多の場合「授業での発表」の得点から減点する場
合がある。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
　　ABCs About America

[Author(s)]
　　Jack Brajcich 他

[Publisher]
  　英宝社
[ISBN]
　　　978-4-269-66056-4
　　
[Comments]
　2018年、1900円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業で言及します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・英和辞書があると効率よく受講ができます。
・向上心、好奇心、積極性を持って授業に臨んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週の予定
１ オリエンテーション
　　 シラバス解説、簡単な英語での応答他
２ Unit 1 A Young Nation
　    Passage読解と英作練習他
３ Unit 2 The U.S. Land Expansion
   　 Passage読解と英作練習他
４ Unit 3 The White House
   　 Passage読解と英作練習他
５ Unit 4 States' Rights
   　 Passage読解と英作練習他
６ Unit 5 Harvard University
　　　 Passage読解と英作練習他
７ Unit 6 American English
   　 Passage読解と英作練習他
８ Unit 7 The Statue of Liberty
 　　 Passage読解と英作練習他
９ Unit 8 A Nation of Immigrants
 　   Passage読解と英作練習他
10 プレイスメントテスト
11 Unit 9 Undocumented Immigrants
　　  Passage読解と英作練習他
12 Unit 10 Gun Control
　　  Passage読解と英作練習他
13 Unit 11 San Francisco
     Passage読解と英作練習他
14 Unit 12 The Grammy Awards
　　　Passage読解と英作練習他
15 Unit 13 Popular Sport in America
   Unit 14 Al Capone
    　各Passage読解と英作練習
　　 　試験解説
＊一部順番を入替えカバーする場合あり。



2019-SJ00009612-99インターミディエイト・イングリッシュⅡ「M(MN) ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

熊本　千明

◎－－－　概要　－－－◎

実際のTOEIC形式の問題を解くことによって、自分の弱点を克
服するための効果的な訓練を行う。ディクテーションも取り入
れ、重要な単語、表現を確実に身につける。また、音読によ
り、長い文章を流れに沿って理解できる力をつける。一回の授
業で一課進むことを目標とするが、理解度を確認しながら、進
度を調節する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

広範な語彙を習得し、読解力、聴解力を増強する。(知識・理
解)

TOEIC の問題形式に慣れ、目標のスコアに近づくことを目指
す。(技能)

積極的に授業に参加しコミュニケーションを行う。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　時間を限って、各Unit の練習問題を解き、そのあと、分
からない単語を調べておくこと。(45分)
復習　正解をもう一度確認し、何度も英文を声に出して読むこ
と。単語の発音を確認すること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価する。
学習状況 (テキストを持参した上での授業への積極的な参加、
予習） 30%、聞き取り小テスト 10%、定期試験　60% を目安と
した、総合的な評価。

欠席が度重なると、学習状況の評価ができないので、単位取得
が難しくなる場合がある。欠席する毎に、学習状況の配分点を
減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　TOEIC L & R Test: On Target　Book 1
[Author(s)]　大賀リヱ, William J. Benfield, Ann N. Gleason
他.
[Publisher]　南雲堂
[ISBN]　978-4-523-17841-5 C0082
[Comments]　2018年発行　価格2100円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ずテキストと辞書を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introducton 学習方法、評価方法等の説明を行う。
2.Going overseas に関する語彙、文を理解し、運用する。
3.Going shopping に関する語彙、文を理解し、運用する。
4. Food and healthに関する語彙、文を理解し、運用する。
5. Sports and games に関する語彙、文を理解し、運用す
る。
6.Directions and transportation に関する語彙、文を理解し、
運用する。
7.Review test 1 を実施する。
8.Review test 1 の解説を行う。
9.Sales campaign　に関する語彙、文を理解し、運用する。
10.プレイスメント・テストを実施する。
11.Employment に関する語彙、文を理解し、運用する。
12.Communications に関する語彙、文を理解し、運用す
る。
13.Ecology に関する語彙、文を理解し、運用する。
14.Troubleshooting に関する語彙、文を理解し、運用する。
15.聞き取りの小テストとまとめを行う。



2019-SJ00009612-A0インターミディエイト・イングリッシュⅡ「M(MN) C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：グラマー・リーディング・リスニングの練習を行な
う。
授業の進め方：1回の授業で２ユニットを行なう。
学習の方法：事前に指定箇所の課題をこなして授業に臨み、授
業後には知識の定着を図ること。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（1）英語のグラマーの応用力を身に付けることができる。(知
識・理解)

（2）英語のリスニングとリーディングの応用力を身に付ける
ことができる。(技能)

（3）授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定する問題を解いて授業に臨むこと。
復習：授業で作成したノートをもう一度見て完全に自分のもの
にしておくこと。
（予習・復習合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業での練習と課題（到達目標の(1)(2)(3)）（約50%）＋授業
中での試験（到達目標の(1)(2)）（約50%）
授業中（第14回目の授業を予定）に試験を行なうので、定期試
験期間中には試験はない。よって再試験もない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]実用英語TOEIC対策コース
[Author(s)]Unknown
[Publisher]Reallyenglish
[ISBN]インターネット教材のためISBNはない。
[Comments]5,000円程度。C&Oと名のつく、もう一つの授
業と同じ教材であるので、すでに購入済みの人は購入しな
いように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回のテーマを上げる。内容はグラマー・リーディング・
リスニングである。
１　将来の事業計画
２　オンラインショッピング
３　農業と作物
４　映画のエキストラ
５　以前の職業
６　目的地までの行き方
７　空港でのアナウンス
８　面接の応募者の比較
９　数字と日付
１０　プレイスメント・テスト
１１　今までの経歴
１２　人事選考
１３　英国で活躍する日本人小説家
１４　試験と解説
１５　まとめ
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桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では主に以下の四つの活動に取り組みます。

(1)TED（Technology Entertainment Design）は、世界中の著名人や一般
人による講演会を開催・配信している非営利団体です。授業では、
「ideas worth spreading (広める価値のあるアイデア)」の精神の下で披
露された様々なジャンルの英語によるプレゼンテーションをオンライ
ンで視聴します。英語と日本語の字幕やトランスクリプトを活用して
読む活動も行い、内容の理解を深めつつ生の英語や熱く語られるメッ
セージの醍醐味を味わいます。

(2)アカデミックな内容のパッセージを英語で読み、聞き、ノートをと
り、要点を書く学習に取り組みます。

(3)異なるテーマや場面に関するロールプレイ活動を英語で行います。
モデルダイアローグを聞き、音読し、ペアで内容を書き直し、練習
し、発表をします。

(4)英語のプレゼンテーションの論理的展開を学び、自分で選んだテー
マについて原稿を作成し発表へつなげます。英語特有の発音やイント
ネーション、音の変化や強弱のリズム等を学び、発表に活かします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のプレゼンテーション（字幕を読みながら）を視聴し、生の英語
の速度や発音に慣れ、大意を理解するスキルの向上(技能)

英文パッセージを読み、要点や大切な情報を的確に理解できるように
なる(技能)

英語ダイアローグやプレゼンテーションの原稿を作成し、音読練習
し、発表することができる(技能)

自律的な英語学習者になるよう、自主的にオンラインを利用して英語
学習に取り組むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布プリントの英文を読み、語彙のセクションに取り組む。オ
ンライン教材を視聴する。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。既習教材
の単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極な発言等）
４０％
* 課題＆発表３０％
* Final Test（期末テスト）３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験
も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）によ
り、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をとります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments] 指定の教科書はありません。授業プリントを
使用。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 毎回、イヤフォンかヘッドフォン（3.5㎜ステレオミニプ
ラグ）と授業プリントを入れるフォルダー（A4サイズ）、
ノート、及び辞書を持参して下さい。
* 毎回出席し、積極的に授業に参加すること。出席しても
授業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がりま
す。自発的な発言や質問、発表が大切です。
* 授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表
等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合があ
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、評価法等につ
いて、Self-introduction
2. Lecture: Orientation for College Courses, Note-taking (講
義ノートの取り方), & Medical words
3. TED 1 (TED: Ideas worth spreading) イントロダクショ
ン& Role play 1 (Reading)
4. TED 2 & Role play 2 (Writing)
5. TED 3 & Role play 3 (Practice)
6. Review
7. TED 4 (課題プリント) & Role play 4 (Presentation)
8. Reading 1: Sleep
9. Reading 2: Good health & Presentation 1 (Presentation
structure)
10. Reading 3: Vision and attention & Presentation 2
(Writing)
11. Music (Reading lyrics課題プリント) & Presentation 3
(Delivery & practice)
12. Group presentation 1
13. Group presentation 2
14. Review
15. Final Test

進行状況により変更になる場合があります。
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大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業で使用する以下のテキストは、TOEIC Listening and
Readingテストのスコア500点以上を目指す英語学習者を対象に
作成されています。無駄なく無理なく英語力を伸ばし、スコア
アップにつなげるための教材です。そのため、英語基礎力の養
成に重点を置きながら、同時に実際のコミュニケーションの場
面で必要となるリスニング能力とスピーキング能力特に発音力
を磨きます。また、本テキストにはCheckLinkという解答・自
動採点機能が装備されていますので、授業中だけでなく課外で
もPCやスマホを用いて個人学習・自律学習することが可能で
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の基礎的な語彙・文法・用法を修得する(知識・理解)

②生の英語の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができるよう
になる(技能)

③英文の内容を正確に早く読んで、理解できるようになる(技
能)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に学習に取り組むこ
とができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの当該箇所に出てくる未知語の意味を下調べし
て置いてください。（30分）
復習：CheckLinkをフル活用して、授業中正解できなかった設
問に何度もトライし直してください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：25％（到達目標①②③④）
・Review Quiz：15％（到達目標①）
・復習テスト：60％（到達目標①②③）

このクラスは定期試験期間中には試験を実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　The High Road to the TOEIC Listening and Reading
Test
[Author(s)]　早川　幸治 他
[Publisher]　金星堂
[ISBN] 9784764740457
[Comments]　テキスト価格　￥2,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業を欠席すると平常点の評価ができないため、単位取
得が難しくなる場合があります。病気で欠席する場合には
病院からの領収書、クラブ活動その他の理由で欠席する場
合にはそれに応じた証明書を提出してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. はじめに、Travel
2. Travel
3. Review Quiz、Dining Out
4. Dining Out
5. Review Quis、Entertainment
6. Entertainment
7. Reviw Quiz、Purchasing
8. Purchasing
9. Review Quiz、Advertising
10. Advertising
11. Reiew Quiz、Meetings
12. Meetings
13. Review Quiz、Daily Life
14. Daily Life、まとめと質疑応答
15. 復習テスト
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ヒュー・Ｇ・Ｌ　タイラー

◎－－－　概要　－－－◎

This course focuses on developing the students' listening and speaking
abilities. Students should communicate with each other and their
teacher using English. The teacher will help students use appropriate
grammar and vocabulary to express their opinions and preferences on
topics such as music, food and culture.In addition, students will use
their own experiences to personalize these conversations.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. to actively practise the language(知識・理解)

2. to focus on speaking and listening(技能)

3. to attend class and participate in class activities(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

It is always useful to review the work which has been done in class.
Written consolidation assignments requiring 30-60minutes to
complete will be given for review purposes.
The teacher will set preparation activities for the next class when it is
necessary. Time required; 30-60 minutes.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Attainment targets 1,2,3, will be assessed as follows;
Attitude & Effort & will account for 50% of the assessment.
Each class is worth 3%, however, attendance alone is not enough to
receive the full 3 points. A student must; 1) interact with their
classmates during the preparation of an activity, 2) use English with
their fellow students to complete the activity. An additional 5% will
be added for outstanding participation.
Attainment targets 1 & 2 will be assessed as follows; by a student's
performance in a speaking activity (30%) and a listening test (20%).
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

Self-produced materials will be provided in class.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

No cell phones may be used during class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.   Orientation & Preview
2.   Who Are You?
      - personal information, polite requests
3.   Talking About Family
      - vocabulary e.g. cousin, niece, marital
         status
4.   It's Awful! Mmm. But That's All Right.
      - likes & dislikes, expressing your opinion
5.   Talking About Music
       -ed, -ing adjectives, opinion (cont.)
6.   Saying What You're Like
      - your personal profile, describing character
7.   Tell Me More About Your Friend.
      - explaining in detail
8.   My Experience
      - saying what you've done
9.   Storytelling
      - saying what happened
10. Speaking Precisely
      -using pronouns & prepositions
11. Describing Places
      -geographic location e.g. in the north of
12. Japanese & Foreign Culture
      -language and culture
13. Explaining Japanese Food
      -taste vocabulary, describing dishes
14. -In-class Test
15. Review and Feedback Session
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劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course concentrates on the improvement of students’ skill in
reading and writing in English. The textbook is composed of eight
units, with each unit focusing on a different topic and new skills for
reading and writing.
Homework will be given at the end of each class. A short test will be
given every 4 weeks, so students must review course content after
each lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn necessary skills and strategies for reading and
writing. (技能)

2. Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner.(態度・志向性)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand
current world issues.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標2)
Discussion and presentations (3 times): 40% (到達目標2, 3)
Tests completed in class and homework: 35% (到達目標2, 3)
Final writing and reading practice: 15% (到達目標1, 3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing for fluency and accuracy
[Author(s)] Andy Boon
[Publisher] Cengage learning
[ISBN]978-4-86312-306-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Every four weeks, before the class starts, students will have a test related to the
content of the previous classes.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the
next week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to
the final score.

Students must come to class during test weeks, because the score of tests will be
calculated into the final score.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction

Week 2
Discussion and presentation: Self-introduction/ Unit 1 Narrative paragraphs/
Homework: questions on page 14

Week 3
Discussion and presentation: Memories/ Unit 2 Narrative paragraphs / Homework:
questions on page 19

Week 4
Discussion and presentation: Friends/ Unit 3 Descriptive paragraphs/ Homework:
questions on page 21

Week 5
Discussion and presentation: Places/ Unit 4 Descriptive paragraphs/ Homework:
questions on page 32

Week 6
Unit 5̃6: Compare and contrast paragraphs

Week 7
Test 1 [Unit 1̃6]/ Reading practice

Week 8
Discussion and presentation: Habits/ Unit 7 Cause and effect paragraphs

Week 9
Discussion and presentation: Relationships/ Unit 8 Cause and effect paragraphs/
Homework: questions on page 59

Week 10
Reading practice

Week 11
Discussion and presentation: Routines/ Unit 9 Summary paragraphs/ Homework:
questions on page 74

Week 12
Discussion and presentation: Jobs/ Unit 10 Summary paragraphs/ Homework:
questions on page 76

Week 13
Discussion and presentation: Issues/ Unit 11 Opinion paragraphs

Week 14
Test 2 (Chapter 6̃11)/ Unit 12 Opinion paragraphs

Week 15
Final presentation/ final writing and reading practice
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河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICのスコアアップを目標に、グローバル社
会で必要とされる実用的かつ総合的な英語能力を養成します。
TOEIC® Listening & Readingテストに頻出するジャンル別に頻
出の語句や問題をこなすことができるテキストを使用します。
TOEICテスト受験のテクニックだけではなく、毎授業において
行う小テスト、ディクテーションや文法知識の確認を通して、
語彙力や文法力を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC形式の問題を繰り返すことで問題形式に慣れる(技能)

TOEICの頻出語句や文法事項を習得することができる(知識・
理解)

学んだ英語の表現を日常生活において使用できるようになる
(技能)

聞き取りを通して、内容のポイントを抑えることができるよう
になる(技能)

課題に取り組むことはもちろん、授業外においても、積極的に
英語に触れるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング問題には毎日触れるようにして
ください。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
小テスト20％（計10回）
リスニングテスト10%
定期試験40％
※定期試験を受験しなかった場合は、その他の評価の如何にか
かわらず、科目を放棄したことになるので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Fast Pass for the TOEIC® L & R Test, Revised Edition
[Author(s)]Rituko Uenaka, Seiko Korechika
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-4-86-312350-2
[Comments]テキスト価格￥2,100+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2．Pre-test、テスト形式を知る
3. Unit 1 Food & Restaurant (名詞)
4. Unit 2 Entertainment (代名詞)
5. Unit 3 Travel (助動詞)
6. Unit 4 Sports & Health (形容詞)
7. Unit 5 Purchasing (現在進行形)
8. Unit 6 Housing & Accommodations (過去形、現在完了形)
9. Unit 7 Office Work (1) (動名詞、不定詞)
10. Unit 8 Office Work (2) (似た意味を持つ前置詞)
11. Unit 9 Employment (注意すべき比較表現)
12. Unit 10 Lectures & Presentations (仮定法)
13. Unit 11 Business Affairs (1) (関係詞)
14. Unit 12 Business Affairs (2) (接続詞)、リスニングテスト
15. Post-test、総括
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ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn language for everyday use. Practice will focus on
recognition of written and spoken forms, and discussing everyday
events.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight Intermediate
[Author] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 978-1-896942-67-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Unit 0. Looking over the course.
3. Unit 1. Describing jobs.
4. Unit 2. Describing objects.
5. Unit 3. Describing people.
6. Unit 4. Talking about lifestyles.
7. Unit 5. Narrating stories.
8. Unit 6. Numbers and changes.
9. Unit 7. Giving instructions.
10. Unit 8. Describing places.
11. Unit 9. Technology.
12. Unit 10. School subjects.
13. Unit 11. Higher education
14. Review and practice test.
15. Review test (35%).
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ブリルコ，アリーナ

◎－－－　概要　－－－◎

This is a reading and listening course. In this course, the students will
read various types of texts. The students will develop their vocabulary
and knowledge of grammar. The students will also improve their
reading speed. The students will listen to different texts to develop
their listening skills. The students will learn how to listen to important
points and for general meaning in texts. The students will do
interactive tasks on the Internet.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1) Students will improve their vocabulary.
(知識・理解)

2) Students will improve their grammar.(知識・理解)

3) Students will develop their listening skills.(技能)

4) Students will develop their reading skills.(技能)

5) Students will improve their reading speed.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on vocabulary and reading. (30-45 min) Students should study
vocabulary every week for the lesson quiz. (30 min)  The students
also have to review the unit material for unit tests. (1 hour) In
addition, before the final test, students should review their homework
and the content of the textbook. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Homework - 35%
Vocabulary Quizzes ‒ 15%
Unit tests ‒ 25%
End-of-term listening test ‒ 10%
End-of-term reading test ‒ 15%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]: Essential Reading 1 (2nd edition)
[Author(s)]: Chris Gough
[Publisher]: Macmillan Education
[ISBN]: 978-0-230-49398-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

There are no pints for attendance. To pass this course, students
must:
1) actively participate in all class activities
2) complete homework, vocabulary quizzes and unit tests
3) take the final listening and reading tests
4) come to all (almost all) lessons.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the
course because the teacher cannot evaluate their homework and
efforts in class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Overview of the course; introduction to a reading-speed
improvement activity
2. Unit 1 ‒ New Lives; Homework ‒ Interactive Activities
Unit 1
3. Unit 2 ‒ Big City Life; Homework ‒ Interactive Activities
Unit 2
4. Review Units 1 and 2
5. Unit 1 and 2 Test; Unit 3 ‒ A Hotel with a Difference;
Homework ‒ Interactive Activities Unit 3
6. Unit 4 ‒ Movies; Homework ‒ Interactive Activities Unit
4
7. Review Units 3 and 4
8. Unit 3 and 4 Test; Unit 5 ‒ Addicted; Homework ‒
Interactive Activities Unit 5
9.  Unit 6 ‒ We Love Shopping; Homework ‒ Interactive
Activities Unit 6
10. Review Units 5 and 6
11. Unit 11 ‒ Changing Pop Music; Homework ‒ Interactive
Activities Unit 11
12. Unit 12 ‒ A Healthy Diet? Homework ‒ Interactive
Activities Unit 12
13. Review Unit 11 and 12
14. Units 11 and 12 Test; Review of the material covered during
the semester
15. Unit 11 and 12 Test; End-of-term listening test
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ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will have homework from the textbook every week. Students must study
vocabulary, read a short article, and answer questions about it before each class.

Also, about once every two weeks, students will have to get and read a book from
the English Readers section of the Fukuoka University Library. Students will be
able to choose their own books based on their level and interest. Students will
then have to complete a short assignment on the class internet homepage to show
that they have read the book.

In class, students will have to do reading and listening activities. The reading and
listening activities will improve students’ ability to understand the readings and
make them read faster. They will also help students improve their ability to listen
for details and give them practice listening while doing other things at the same
time.

There will be three vocabulary tests during class. The tests will be on words from
the readings. Students will have to study the vocabulary each week to be able to
pass the vocabulary tests.

The final test will review the vocabulary that students have learned in the class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn to read faster while still understanding and remembering
what they read. (技能)

2. Students will become familiar with Fukuoka University Library’s English
Readers and develop reading habits that they can continue in the future. (態度・
志向性)

3. Students will learn new vocabulary and improve their knowledge of
vocabulary that they have studied before.(知識・理解)

4. Students will improve their ability to understand spoken English through in-
class activities. (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students have to read a chapter of the textbook each week, complete the written
homework, and study that chapter's vocabulary. Students need to review the
vocabulary for the tests. Students also need to read six books from the library’s
English Readers section, according to the schedule on the syllabus. In total,
preparation and review will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

1. Homework: 11% (到達目標1 & 3)
2. English Readers: 24% (到達目標2)
3. In class work: 25% (到達目標1 & 4)
4. Vocabulary tests: 15% (到達目標3)
5. Final test: 25% (到達目標3)

Any student who copies another student on homework, in-class work, tests, or the
English Reader assignments will get -5% to their final class grade each time they
copy because copying is cheating. If the person who was copied gave permission
to the cheater, that person will also get -5% to their final class grade.

Students who are absent without a good reason will get a zero on the in-class
assignment and test if there is one. If a student has an emergency (medical, family
problem, etc.) or if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi,
etc.), then they must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If
they do, they can discuss with the teacher about how to make up the work that
they missed. If homework was due on the day the student was absent, they need
to show that homework the next time they come to class to get points.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Life Topics [Advanced]
[Author(s)]　Takashi Shimaoka & Jonathan Berman
[Publisher]　NAN’UN-DO
[ISBN]　9784523177517
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook and homework each day. Late
homework is not accepted. In class work must be completed in
the time given.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus and
assignments
2) Chapter 2: "Blood Types"
3) Chapter 4: "Speed Dating" (English Reader #1 Due before
class)
4) Chapter 5: "Pets in Japan"
5) Vocabulary Test 1
6) Chapter 6: "Stress" (English Reader #2 Due before class)
7) Chapter 9: "Women and Work
8) Chapter 10: "The Internet" (English Reader #3 Due before
class)
9) Chapter 12: "Same-Sex Marriage"
10) Vocabulary Test 2
11) Chapter 15: "The Right to Die" (English Reader #4 Due
before class)
12) Chapter 17: "Salt, Sugar, Fat"
13) Chapter 18: "Artificial Insemination" (English Reader #5
Due before class)
14) Chapter 20: "Photoshop Advertising"
15) Vocabulary Test 3 (English Reader #6 Due 1 week after last
class)

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in listening and
reading. Students have to participate in class and group activities. If
students do not participate, it will not only be unfair on others, but it
will be very difficult for you to pass the course.
In week 6 and 11, there will be vocabulary quizzes on vocabulary
from weeks 1 to 4 and 5 to 8. The scores from the quizzes will be a
component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have discussed in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve reading speed. (skills)(技能)

2. Students will increase vocabulary. (knowledge / understanding)(知
識・理解)

3. Increase confidence in listening understanding. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes: 25%
Homework: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] CBS News Break 3
[Author(s)] Nobuhiro Kumai / Stephen Timson
[Publisher] Seibido
[ISBN] 978-4-7919-6033-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday, period #2 (10:40 -
12:10)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment.
2. Topic 1: What's for Lunch
3. Topic 2: Ban Single-Use Plastic Bags
4. Topic 3: Pets Improve Health
5. Topic 4: Expandable Shoes
6. Vocabulary Quiz Topics 1 - 4 / Reading Quiz
7. Topic 5: Cat Library
8. Topic 6: Comic Books
9. Topic 7: Drinking Soda
10. Topic 8: Is Facebook Bad?
11. Vocabulary Quiz Topics 5 - 8 / Reading Quiz
12. Topic 9: Is Sitting the New Smoking?
13. Topic 10: Matcha Madness
14. Topic 11: Daddy Duty
15. Exam in class
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岡裏　佳幸

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、カナダ人と日本人のダイアローグを用いて、
リーディングとリスニングの力を養成するとともに、ライティ
ング、スピーキングの能力の養成にも努める。リーディングに
ついては、各ユニットのDialogue、Tips from the Expertsを正確
に読み解く方法を指導する。また、リスニングについては、
Words & Phrases、Useful Expressionsで語句、会話表現を解説し
た後、ナチュラルスピードのDialogueを聴き取る方法を指導す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

会話に必要な語句、口語表現を習得することができる。(知
識・理解)

ナチュラルスピードのDialogueを聴き取ることができるように
なる。(技能)

ネイティブスピーカーと会話することができるようになる。
(技能)

積極的に課題に取り組み、自律的学習を行うことができるよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習]
繰り返し音声を聴き、すべての設問に解答するように努めるこ
と。
[復習]
ダイアローグの内容を理解した上で、繰り返し音声を聴き、発
話練習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
学習状況、復習テスト、定期試験等で総合的に評価する。
　　学習状況　　　　　　　　　　　　　　40%
　　復習テスト　　　　　　　　　　　　　40%
　　定期試験　　　　　　　　　　　　　　20%
学習状況については、授業中のペアワークなどへの取り組み、
授業外学習における課題への取り組みによって、評価する。
全回出席し、授業に参加することを前提として、成績評価を行
う。したがって、欠席した場合、その回の学習機会を失うこと
になるため、1回につき－6点、とする。なお、授業開始後20分
までに入室した場合は、遅刻扱いとし、－2点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　　　Cross-cultural Communication: A Course
Featuring Genuine English in Authentic Situations　『ダイア
ローグで学ぶ異文化』
[Author(s)]　Yoshiyuki Okaura & Paul Gregory Quinn
[Publisher]　SANSHUSHA
[ISBN]　　　978-4-384-33468-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。
他の科目の教材等を机の上、中に置かないこと。
授業中の居眠り、携帯電話・スマートフォンの使用、飲
食、無断退室を禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Introduction：授業の進め方等
　　　第2回から、テキストに沿って各章のテーマに
　　　ついて指導する。
2.  Unit 1  Answering Questions from an
       Immigration Officer
3.  Unit 2  Asking Airport Staff about Public
       Transportation
4.  Unit 3  Asking a Taxi Driver about Destination
5.  Unit 4  Answering Questions at the Hotel
       Front Desk
6.  Unit 5  Asking the Staff at the Student Office
       about Registration
7.  Unit 6  Talking about Your Major with the
       Professor
8.  Unit 7  Asking about Stock at the Bookstore
9.  Unit 8  Participating in a Potluck Party
10.  Unit 9  Going Shopping
11.  Unit 10  Seeing a Doctor at a Clinic
12.  Unit 11  Asking the People in Town about
        Local Events
13.  Unit 12  Going out to a Restaurant
14.  復習テスト
15.  復習テストの解説とまとめ
※毎回、各ユニットのWords & Phrases、Useful
Expressions、Grammar Pointsの説明、First Listening、Second
Listening、Third Listening、Dialogueの解説、Tips from the
Experts、Sentence Buildingの順に進める。
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渡邉　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

アン・ハサウェイ主演の大ヒット映画『プラダを着た悪魔』
（_The Devil Wears Prada_)で使われるアメリカ英語を題材に、
語彙、リスニング演習、読解トレーニングを通じて総合的な英
語力を養成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日常会話で使用される英語表現を読解する力を身に着けるこ
とができる。(知識・理解)

②映画の聞き取り訓練によりリスニングの基礎力を身に着ける
ことができる。(技能)

③音読やペアワーク・グループワークによる発表等の演習形式
の授業により主体性を身に着けることができる。(態度・志向
性)

④アメリカ文化に関する知識を得ることができる。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの文法問題(各章冒頭語彙と後半部の英文法
Check）を宿題として指定します。それらを事前に解いておく
こと。（40分）
復習：間違えた問題をノートにまとめ復習すること。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
・定期試験70％（到達目標①②）
・平常点30%（到達目標③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]『プラダを着た悪魔』で学ぶコミュニケーション英
語
[Author(s)]Aline Brosh McKenna/ 角山照彦
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-712-4
[Comments]価格2376円（税込）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には辞書をもって出席すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　 Unit 1 Job Interview/ 別れ際の挨拶
第2回　 Unit 2 First Day on the Job/ 依頼する
第3回　 Unit 3 Hurricane on the Weekend/ 反論する
第4回　 Unit 4 Andy's Makeover/ 困惑を示す
第5回　 Unit 5 Andy Meets Christian/ 聞き返す
第6回　 Unit 6 Miranda's Request/ 希望を伝える
第7回　 Unit 7 Nate's Birthday/ 驚きを示す
第8回　 Unit 8 Andy's Decision/ 確認する
第9回　 Unit 9 Breakup with Nate/ 提案する
第10回　Unit 10 The Dream Job/ 意思・予定を述べる
第11回　Unit 11 Announcement at the Party /称賛する
第12回  Unit 12 Andy's Final Choice/ 丁寧に依頼する
第13回　映画で学ぶアメリカ文化（１）
第14回　映画で学ぶアメリカ文化（２）
第15回　これまでの学習内容の復習
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ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will practice reading and listening for
academic and everyday life. Weekly vocabulary and review
homework will be assigned. Weekly quizzes will be based on each
week's homework. There will be a review test in Week 15 to review
important points from the course.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop listening and reading fluency for academic
study and everyday communication. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 40%
Homework and class participation 15%
Review test 45%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Text] Reading Explorer Split Edition 1A
[Authors] Nancy Douglas, David Bohlke
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-1-305-62803-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Active participation in class and completion of class activities is
required.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Unit 1a: The incredible dolphin
2. Unit 1b: Musical elephants
3. Unit 2a: The trip of a lifetime
4. Unit 2b: Adventure island
5. Unit 3a: Hip-hop planet
6. Unit 3b: A musical boost
7. Unit 4a: Life beyond earth?
8. Unit 4b: Living in space
9. Unit 5a: Global cities
10. Unit 5b: Rio reborn
11. Unit 6a: In one cubic foot
12. Unit 6b: A world within us
13. Review
14. Review and practice test
15. Review test (45%)
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川浪　幸代

◎－－－　概要　－－－◎

　英語４技能のうち、リスニングとリーディングの力を養いま
す。映画タイタニックのテキストを利用して、リスニングで
は、登場人物のセリフの聞き取りを行います。生の英語ならで
はの音の連結、同化、脱落などの特徴を理解し、音声変化のポ
イントを体系的に学習していきます。また、聞き取った場面を
音読やロールプレイでしっかり発音できるように練習していき
ます。語彙や主要文法の確認を行った後は、視聴場面に関連し
たトピックについてのパッセージの読解演習を行います。ま
た、毎回、前回の復習小テストを行い、学習したことを確実に
身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

映画タイタニックの登場人物の会話を聞き取ることができる。
(技能)

映画タイタニックの登場人物の会話やキーフレーズを音声変化
に留意して発音できる。(技能)

映画タイタニックの登場人物の会話をロールプレイできる。
(技能)

映画タイタニックに関する一定量の英文を読み解くことができ
る。(知識・理解)

映画タイタニックに登場する重要語句、語彙、文法を理解し、
身につける。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に映画を用いて英語学
習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回のユニットのVocabulary, Expressions, Grammar,
Readingの問いに答え、配布されたパッセージ意味プリントを
完成させる。
復習：学習したユニットのリスニングパートの音読。復習小テ
スト（語彙と内容把握問題）の準備をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
　平常点　　　　　10%（態度・志向性）
　復習小テスト　　20%（知識・理解）
　リスニング試験　20%（技能）
　定期試験　　　　50%（知識・理解）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画タイタニックで学ぶ総合英語
　　　　Learn English with TITANIC
[Author(s)]　Teruhiko Kadoyama
　　　　　　　Simon Capper
[Publisher]　SEIBIDO
[ISBN]　　　9784791960248
[Comments]　テキスト価格 2300円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、前の週の復習小テストがあるので、必ず前回のレッ
スンの復習（語句・内容）をします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
　　授業の進め方、予習復習の仕方、評価などについての
説明を受けます。
2.　Unit 1　　The Woman in the Picture　
　　　　　　　分詞１
3.　Unit 2　　Back to Titanic　
　　　　　　　受動態
4.　Unit 3　　Leaving Port　　
　　　　　　　助動詞
5.　Unit 4　　Don't Do It　
　　　　　　　仮定法
6.　Unit 5　　Do You Love Him?　
　　　　　　　進行形
7.　Unit 6　　I Can't See You.　
　　　　　　　関係詞１
8.　Unit 7　　I'm Flying!　　　
　　　　　　　関係詞２
9.　Unit 8　　Iceberg Right Ahead!
　　　　　　　完了形
10.　プレイスメントテスト
11.  Unit 9　　An Honest Thief　
　　　　　　　 分詞２
12.　Unit 10　 Goodbye, Mother　
　　　　　　　 未来形
13.　Unit 11　 Get in the Boat　
　　　　　　　 代名詞
14.　Unit 12　 Two Tragic Bullets　
　　　　　　　 動名詞
15.　前期の総まとめ
　　 クラス内リスニングテスト
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名本　達也

◎－－－　概要　－－－◎

リーティング：幅広いトピックスを網羅したテキストを精読す
ることによって、語彙の増強を図り、諸外国の文化についても
学ぶ。

リスニング：ディクテーション（英文を聴いて書きとる）の形
で進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ある程度の速さ（１分間に100語程度）で、まとまった量の英
文を読み、大意を把握できるようになること。(技能)

簡単な英文を聴きとって、内容を理解し、書き取ることができ
るようになること。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回小テストを実施するので、範囲に該当する部分の予習を
してくること。
(30分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験50点　（大意要約の配点を25点とする）
　平常点　
　リスニング30点：授業中に聴き取った内容を板書し、正解す
れば7.5点を加算する。30点（４回）を上限とする。
　小テストの結果及び授業中の発表内容・訳の分担　20点

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Reading Explorer Second Edition Level 5
[Author(s)]　Paul Macintyre　他
[Publisher]　センゲージ
[ISBN]　978-1-285-84704-7
[Comments]　2,620 (税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回、辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

　　おおよその目安として、1回に1ユニット進む予定であ
るが、参考までに、各ユニットのタイトルを挙げておく。

1 ガイダンス：授業の進め方・評価について
2 Collapse（冠詞）
3 Beyond Earth　（名詞）
4 Health and Genes (形容詞・副詞）
5 Vanishing Cities（分詞）
6 Eco-Living　（動名詞）
7 Wildlife in Trouble（態）
8 Human Body（不定詞）
9 Social Behavior（比較）
10 プレイスメント・テスト
11 Creativity （前置詞）
12 Elements and Toxins （仮定法）
13 Islam and the West（接続詞）
14 Wealth and Finance 1（語彙）
15 Wealth and Finance 2　(慣用句）
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桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では主に以下の三つの活動に取り組みます。

(1)TED（Technology Entertainment Design）は、世界中の著名人や一般
人による講演会を開催・配信している非営利団体です。授業では、
「ideas worth spreading (広める価値のあるアイデア)」の精神の下で披
露された様々なジャンルの英語によるプレゼンテーションをオンラ
インで視聴します。英語と日本語の字幕やトランスクリプトを活用
して読む活動も行い、内容の理解を深めつつ生の英語や熱く語られ
るメッセージの醍醐味を味わいます。

(2)異なるテーマや場面に関するロールプレイ活動を英語で行いま
す。モデルダイアローグを聞き、音読し、ペアで内容を書き直し、
練習し、発表をします。英語特有の発音やイントネーション、音の
変化や強弱のリズム等を学び、発表に活かします。

(3)アカデミックな内容のパッセージを英語で読み、聞き、ノートを
とる学習に取り組みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のプレゼンテーション（字幕付き）を視聴し、生の英語の速度
や発音に慣れ、大意を理解するスキルの向上(技能)

英文パッセージを読み、要点や大切な情報を的確に理解できるよう
になる(技能)

英文パッセージを聞き取り、ノートをとるスキルの向上(技能)

他の学習者と協力して、英語ダイアローグを作成し、音読練習し、
発表することができる(技能)

日本語にない英語の発音や音の変化の特徴を理解できる(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、自主的にオンラインを利用して英
語学習に取り組むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布プリントの英文を読み、語彙のセクションに取り組む。
オンライン教材を視聴する。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。既習教
材の単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極な発言等）
４０％
* 課題＆発表３０％
* Final Test（期末テスト）３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）によ
り、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をとります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments] 指定の教科書はありません。授業プリントを
使用。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 毎回、イヤフォンかヘッドフォン（3.5㎜ステレオミニプ
ラグ）と授業プリントを入れるフォルダー（A4サイズ）、
ノート、及び辞書を持参して下さい。
* 毎回出席し、積極的に授業に参加すること。出席しても
授業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がりま
す。自発的な発言や質問、発表が大切です。
* 授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表
等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合があ
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、評価法、英語
の発音について、Self-introduction
2. Lecture: Orientation for college courses, Note-taking (講
義ノートの取り方), & Medical words
3. TED 1 (TED: Ideas worth spreading)イントロダクショ
ン& Role play 1 (Reading)
4. TED 2 & Role play 2 (Writing)
5. TED 3 & Role play 3 (Practice)
6. Review
7. TED 4 (課題プリント) & Role play 4 (Presentation)
8. Reading 1: Sleep
9. Reading 2: Good health & Role play 1 (Reading)
10. プレイスメントテスト
11. Reading 3: Vision and attention & Role play 2 (Writing)
12. Reading 4: Studying abroad & Role play 3 (Practice)
13. Music (lyrics 課題プリント) & Role play 5
(Presentation)
14. Review
15. Final Test

進行状況により変更になる場合があります。



2019-SJ00009602-A7フレッシュマン・イングリッシュⅡ「P R&L-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them read
English and listen to English with greater confidence. Students will do
pair work and speak with one another in English in class. In addition
to studying from the textbook, students will have a library book to
read.There will be homework for students to complete each week.
Homework will include vocabulary review of lesson content and
reading. In each lesson, there will be a period of quiet reading time.
There will be four tests during the course. There is no final exam for
this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will practice skills of reading English quickly.(技能)

Students will learn how to guess the meaning of what they are
reading. (知識・理解)

Students will learn how to identify the most important words to help
them better understand spoken English. (技能)

Students will increase the vocabulary necessary to better understand
global topics. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. For homework,
students must read a library book (30 minutes). Some weeks there will
be extra vocabulary exercises for homework (30 minutes). In addition,
students must write book at least 5 book reports. Before each test,
students should review the content of the textbook（1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Participation         15%
Book reports 35%
Homework              10%
In-class Tests 40%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] World in Focus
[Authors]Rebecca Klevberg Moller
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 9781285197517

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, library book and
writing materials to every lesson. There is a class blog which
students are expected to check on a regular basis. Students
should contact the teacher by e-mail as soon as possible if they
are going to miss class.
The teacher’s office hour is on Wednesdays from 12:30 -
14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductions and course outline. Homework: Reading.
Unit 1 vocabulary.
2. Unit 1 - A Taste of Mexico. Homework: Reading. Unit 2
vocabulary
3. Unit 2 ‒ Lightning Homework: Reading. Unit 3
vocabulary.
4. Unit 3 - Penguins in Trouble Homework: Test review.
Reading. Unit 4 vocabulary.
5. Test 1. Unit 4 ‒ Parasomnia Homework: Reading. Unit 5
vocabulary.
6. Unit 5 - Maasai Teacher Homework: Reading. Unit 6
vocabulary.
7. Unit 6 - Living in Venice Homework: Test review.
Reading. Unit 7 vocabulary.
8. Test 2. Unit 7 - Tornado Chase Homework: Reading. Unit
8 vocabulary.
9. Unit 8 - Treasures in Old San Juan Homework: Reading.
Unit 9 vocabulary.
10. UNIVERSITY PLACEMENT TEST. Homework;
Reading. Unit 10 vocabulary.
11. Unit 9 - Bee Therapy Homework & Unit 10 Inca
Mummy. Homework: Test review. Reading. Unit 11 vocabulary.
12. Test 3. Unit 11 - Global Warming Homework: Reading.
Unit 12 & 13 vocabulary.
13. Unit 12- More Water for India & Unit 13 - Tsunami:
Killer Wave.  Homework: test review. Reading. Unit 14
vocabulary.
14. Test 4. Unit 14 ‒ Mecca. Homework: Reading. Unit 15
vocabulary.
15. Unit 15 - Butler School. Final Book Report
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ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will have homework from the textbook every week. Students must study
vocabulary, read a short article, and answer questions about it before each class.

Also, about once every two weeks, students will have to get and read a book from
the English Readers section of the Fukuoka University Library. Students will be
able to choose their own books based on their level and interest. Students will
then have to complete a short assignment on the class internet homepage to show
that they have read the book.

In class, students will have to do reading and listening activities. The reading and
listening activities will improve students’ ability to understand the readings and
make them read faster. They will also help students improve their ability to listen
for details and give them practice listening while doing other things at the same
time.

There will be three vocabulary tests during class. The tests will be on words from
the readings. Students will have to study the vocabulary each week to be able to
pass the vocabulary tests.

The final test will review the vocabulary that students have learned in the class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn to read faster while still understanding and remembering
what they read. (技能)

2. Students will become familiar with Fukuoka University Library’s English
Readers and develop reading habits that they can continue in the future. (態度・
志向性)

3. Students will learn new vocabulary and improve their knowledge of
vocabulary that they have studied before.(知識・理解)

4. Students will improve their ability to understand spoken English through in-
class activities. (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students have to read a chapter of the textbook each week, complete the written
homework, and study that chapter's vocabulary. Students need to review the
vocabulary for the tests. Students also need to read six books from the library’s
English Readers section, according to the schedule on the syllabus. In total,
preparation and review will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

1. Homework: 11% (到達目標1 & 3)
2. English Readers: 24% (到達目標2)
3. In class work: 25% (到達目標1 & 4)
4. Vocabulary tests: 15% (到達目標3)
5. Final test: 25% (到達目標3)

Any student who copies another student on homework, in-class work, tests, or the
English Reader assignments will get -5% to their final class grade each time they
copy because copying is cheating. If the person who was copied gave permission
to the cheater, that person will also get -5% to their final class grade.

Students who are absent without a good reason will get a zero on the in-class
assignment and test if there is one. If a student has an emergency (medical, family
problem, etc.) or if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi,
etc.), then they must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If
they do, they can discuss with the teacher about how to make up the work that
they missed. If homework was due on the day the student was absent, they need
to show that homework the next time they come to class to get points.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Life Topics [Advanced]
[Author(s)]　Takashi Shimaoka & Jonathan Berman
[Publisher]　NAN’UN-DO
[ISBN]　9784523177517
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook and homework each day. Late
homework is not accepted. In class work must be completed in
the time given.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus and
assignments
2) Chapter 1: "Physical Fitness"
3) Chapter 4: "Speed Dating" (English Reader #1 Due before
class)
4) Chapter 6: “Stress"
5) Vocabulary Test 1
6) Chapter 8: "Shopping Trends" (English Reader #2 Due before
class)
7) Chapter 9: "Women and Work
8) Chapter 10: "The Internet" (English Reader #3 Due before
class)
9) Vocabulary Test 2
10) PLACEMENT TEST (English Reader #4 Due before class)
11) Chapter 13 “Japan Dresses Casual” & Chapter 15: "The
Right to Die"
12) Chapter 17: "Salt, Sugar, Fat" (English Reader #5 Due before
class)
13) Chapter 18: "Artificial Insemination"
14) Chapter 21: "Are Men Necessary?" (English Reader #6 Due
before class)
15) Vocabulary Test 3

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)



2019-SJ00009602-A9フレッシュマン・イングリッシュⅡ「P R&L-6」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

渡邉　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では映画『トゥルーマン・ショー』を題材に、アメリカ
のメディア文化に触れながら英語の語彙・文法・リスニング
力・ライティング力を総合的に養うことを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①『トゥルーマン・ショー』を字幕なしで視聴して内容の７割
程度を理解できるようになる。(知識・理解)

②映画の中の日常会話で使われる語彙を学習し、それを映像や
音声から聴きとること、またはスクリプトから読み取って理解
することができる。(技能)

③映画の内容に関して、自分の考えを平易な英語で表現するこ
とができる。(技能)

④映画を通じてアメリカ社会について考え、何が問題なのか、
自分だったらどうするのか分析できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキスト各章の（A)Vocabulary Warm-Upおよび（B)
Phrasesを毎週の予習とする。（45分）
復習：間違えた問題をノートにまとめて復習する。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・定期試験７０％（到達目標②③）
・平常点３０％（到達目標①④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画総合教材『トゥルーマン・ショー』
[Author(s)]神谷久美子/ Kim R. Kanel
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4881985694
[Commnets]価格2100円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持ってくること。（電子辞書可）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１週　オリエンテーションおよび映画『トゥルーマン・
ショー』
第２週　Unit 1: はじめましてトゥルーマン
第３週　Unit 2: 海が怖い！
第４週　Unit 3: ローレンそれともシルビア？
第５週　Unit 1からUNIT 3までの重要表現の整理
第６週　Unit 4: 何か変だ
第７週  Unit 5: 脱出計画
第８週  Unit 6: メリル、ドライヴしようよ
第９週  Unit 4からUnit 6までの重要表現の整理
第１０週　プレイスメントテスト
第１１週　Unit 7: 父と涙の再会
第１２週  Unit 8: メイキング『ザ・トゥルーマン・
ショー』
第１３週  Unit 9: トゥルーマンが消えた！
第１４週  Unit 10: 「僕はだれ？」とりあえず、今日は、今
晩は、おやすみ
第１５週  Unit 7からUnit 10までの重要表現の整理



2019-SJ00009603-C8フレッシュマン・イングリッシュⅢ「P ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

田中　公介

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題を解く上で必要となる基本的な英語リスニ
ング力とリーディング力を、TOEIC実践問題テキストを用いて
養成します。また、毎回の授業で実施する小テストや、定期的
に実施するGrammar Practiceのプリント教材を通して、単語力
や文法力も身に付けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテスト実践問題を通して様々な英語表現を習得し、英語
運用能力の全般的な向上を図る。(知識・理解)

各自がTOEICの目標スコアを設定し（目安として、990点満点
中550点以上）、その達成を目指す。(技能)

TOEICテスト受験への積極的な動機づけを得る。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回テキスト中の指定個所を予習して授業に臨んでください。
また、3回目の授業から、冒頭で英単語小テストを実施しま
す。遅刻して受験できないことがないように気を付けてくださ
い（なお、正当な理由での遅刻・欠席の場合でも小テストの再
受験は認めません。）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

　・平常点：38％（学習状況、学習態度）
　・英単語テスト：12％（TOEIC頻出英単語の習熟度）
　・定期試験：50％（TOEICテストのリスニング及びリーディ
ング能力）

※ 欠席は3点、15分以上の遅刻は2点、15分以内の遅刻は1点、
それぞれ上記の「平常点」から減点します（正当な理由がある
場合は減点しません。後日教員本人に届出を出してその旨を説
明してください。）。また、学習態度が悪い場合、居眠りが目
立つ場合、テキストを持参して授業に臨まなかった場合も、そ
の都度「平常点」から減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] The TOEIC Listening & Reading Test Circuit
[Author(s)] 鶴岡公幸／Matthew WQilson
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-729-2
[Comments] テキスト価格2,052円（税込）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ずテキストを購入した上で臨んでください。
・基本的に授業中に扱う問題は学生を指名して答えてもら
います。

※「成績評価基準」の箇所でも書きましたが、これらの点
で問題がある場合はその都度「平常点」から減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション、Grammar Practice(1)（文法ドリル）
2.旅行①（TOEICリーディング・リスニング）
3.オフィス①（TOEICリーディング・リスニング）
4.レストラン（TOEICリーディング・リスニング）
5.季節・天気（TOEICリーディング・リスニング）
6.健康（TOEICリーディング・リスニング）
7.いろいろな英語の発音に慣れよう①＆②、Grammar
Practice(2)（文法ドリル）
8.旅行②（TOEICリーディング・リスニング）
9.休暇（TOEICリーディング・リスニング）
10.オフィス②（TOEICリーディング・リスニング）
11.ショッピング（TOEICリーディング・リスニング）
12.就職活動（TOEICリーディング・リスニング）
13.娯楽（TOEICリーディング・リスニング）
14.旅行③（TOEICリーディング・リスニング）
15.オフィス③（TOEICリーディング・リスニング、
Grammar Practice(3)（文法ドリル）



2019-SJ00009603-C9フレッシュマン・イングリッシュⅢ「P ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

中野　秀子

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題に慣れ、英語４技能のうちリスニングと
リーディングの力を中心に養います。各ユニットのテーマにつ
いての語彙力を高め、リスニング問題では、解答のコツや内容
の聞き取りと理解を高め、ディクテーションでリスニング力を
鍛えます。リーディング問題では、頻出する語彙と文法を再確
認すると共に要点をつかみ（スキミング）、特定の情報を探し
出すこと（スキャニング）能力を身につける練習を行います。
さらに、Part6，7をチャンク・トランスレーションし、早く的
確に読み取れるリーディング力を高めます。また、Unit毎に初
めにVocabulary の小テストを行って語彙を確認した後で、内容
を効果的に学習し、記憶を強化します。
８回目に中間テストとしてListening Testを行います。
毎回Feedback sheetに小テストとPart6のchunk translation の間違
いの箇所を記録して15週間の学習を記録して。省察します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストに即座に反応できる語彙力がつく。(知識・理解)

文法力を増強することによって英文の理解力が増す。(知識・
理解)

ディクテーション練習やペアでの暗記の練習によって一度で聞
き取れるリスニング力が高まる。(技能)

リーディングではチャンク訳練習をすることで英語の語順で正
確に理解する習慣が身につく。(技能)

ペアワークにより積極的に授業に取り組み、TOEICテストを身
近に感じることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：(1)その日学ぶ内容からの単語リストを前週に配布するの
で発音とスペルを覚えておくこと。小テストをする。Listening
Sectionの音を聴いて問題を解いておくこと。 Reading Sectionも
予習することが望ましい。(2)各UnitのPart 5,6,7を授業前に指定
された時間内で解いておく事。
復習：(１) Listening Partのディクテーションのチェック　
（２）シャドーイング　（３）Part６をCHUNK
TRANSRATIONする。授業中の解説後に間違った箇所の個数を
チェックしFeedback　sheetに記録する。　（４）Part7 の音読

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の割合で総合的に評価します。

毎回の授業での課題：1５％　(課題、小テスト、Feedback
Sheet)
リスニング・テスト：1５％
ポスト・テスト：1０％
定期試験：60％（文法・読解力テスト）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Level-up Trainer for the TOEIC TEST, Revised Edition
[Author(s)]Ayako Yokogawa & Tony Cook
[Publisher]CENGAGE Learning
[ISBN]978-4-86312-294-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Unit毎にVocabulary Quizの小テストを行うので、予習とし
て新出単語の意味とスペルを覚えて準備します。
８回目に中間テストとしてListening Testを行うので復習し
て準備します。
2回目と15回目にTOEICの模擬テスト（縮小版）をPre,Post-
testとして行いどのくらい力がついたかを自分でチェック
します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回　Introduction：授業の進め方、出欠評価などの説明
を受け、予習・復習の仕方を理解します。TOEICを知る１
第2回 TOEICを知る２、Pre-test
第3回 Fandimantals：基本戦略①＜人・物・風景＞のチェッ
クポイントを知る「小テスト」
第4回　Fandimentals:基本戦略②聞いてわかる生活用語を増
やす　「小テスト」
第5回　Basic Skills:英文の基本構造を見抜く「小テスト」
第6回　Basic Skills:解答根拠の登場順　「小テスト」
第7回　Basic Skills：正答の言い換えパターンを知る 「小
テスト」
第8回　前半のまとめ　「リスニング・テスト」
第9回　Basic Skills：機能疑問文を聞き取る「小テスト」
第10回　Basic Skills：動詞の時制を見極める「小テスト」
「リスニング・テスト」
第11回　Basic Skills： 接続詞 vs.前置詞「小テスト」
第12回 Advanced Skills：ダブルパッセージの攻略「小テス
ト」
第13回　Advanced Skills：接続副詞に強くなる「小テス
ト」
第14回　Advanced Skills：＜beenとbeingを聞き分けよう
「小テスト」
第15回　まとめ、Post-test



2019-SJ00009603-D0フレッシュマン・イングリッシュⅢ「P ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　TOEICは世界規模で行われている「英語でのコミュニケー
ション能力」を見るテストである。ビジネスと日常会話に関す
る問題が出題され、特に近年日本の企業では採用時の試験とし
ても昇進時等における社内評価・査定の試験としても必須のも
のとなってきた。
　TOEICテストの重要なポイントは、その設問パターンがしっ
かりと固まっており、事前に設問パターンに徹底して慣れると
いう対策を講じておく事によって、受験時に心の余裕も生ま
れ、結果的に点数がかなり違ってくるという点である。
　本授業は日常のテーマごとにトピックが別けられたテキスト
を中心にTOEICの設問パターンに徹底して慣れる事を主眼に進
められると共に、インターネット上に数多く展開しているサイ
トから当該トピックに近い物を検索し、徹底したリーディング
を行うことによって、TOEICの設問で頻繁に用いられる日常の
トピックに関する英語表現や語彙の更なる定着を図る。
　更に当授業では、文字・音声・動画・解答でCALL (Computer
Assisted Language Learning)を駆使し、効率的かつ効果的な学習
進行を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC Part ĨVIIそれぞれの内容を知り、出題の特徴を把握しパ
ターンに慣れることができる。(知識・理解)

TOEIC Part ĨIVの学習を時間制限のもとで行うことにより、英
語リスニング時の集中力と理解力を身につけることができる。
(技能)

TOEIC Part VとVIの学習を時間制限のもとで行うことにより、
集中力を持って英語文法の知識を身につけることができる。
(知識・理解)

TOEIC PartVIIの学習を時間制限のもとで行うことにより、集中
力を持って英語リーディング力を身につけることができる。
(技能)

TOEIC Part ĨVIIの学習を集中的に行うことにより、英語の語彙
力を高めることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　TOEICは、Part ĨPart VIIまでかなりの問題量があるので、
しっかりと予習・復習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

授業中の課題解答度・授業への参加度を含めた平常点
（40%）、授業で行う復習試験（60%）によって総合的に評価
する。

*このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

THE HIGH ROAD TO THE TOEIC® LISTENING AND
READING TEST（金星堂）¥2052(税込)
ISBN　978-4-7647-4045-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を実施しないため、再試験を受験することはでき
ません。

　本授業では、半期しかない授業期間を効率的に展開する
ために、できるだけ多くの問題を解答する事によって
TOEICに徹底して慣れるということに主眼を置くので、
TOEICに必要な単語や文法を授業中に長い時間を使って学
習するという事は特に行わないが、これらの学習は授業で
はなく学習者個人が個別に学習可能なので日頃から単語の
暗記や文法の学習に努めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業概要の説明
2. Travel
3. Dining Out
4. Media
5. Entertainment
6. Purchasing
7. Clients
8. Recruiting
9. Personnel
10. Advertising
11. Meetings
12. Finance
13. Offices
14. 復習試験１
15. 復習試験２



2019-SJ00009603-D1フレッシュマン・イングリッシュⅢ「P IA-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

The main focus of this course will be on developing the skills needed
to give presentations, which many academic and professional settings
call for. Students will write their own short English presentations,
while studying language, organization, and presentation skills. They
will also learn how to prepare PowerPoint slides, and how to use them
to make their presentations more effective. We will spend a week on
each unit in the class, with all students giving presentations in weeks
5, 10, and 14. Extra classes will be set aside for learning how to make
PowerPoint slides, and for planning and practicing presentations. A
test on the final class will cover material taught along the way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will have a better understanding of the art of public
speaking, in English in particular but in their own language as well.
(知識・理解)

2.　Students will develop the skills necessary to give effective
PowerPoint presentations, and to speak in front of an audience with
confidence. (技能)

3.　The course will help students overcome their fears of public
speaking and see themselves as capable speakers of English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min) Practicing their three presentations
will take additional time on the three presentation weeks (2-3 hours).
Also, they should use the audio CD for self-study to review any weak
points. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
Presentation 1: 10% (goals 2, 3)
Presentation 2: 20%  (goals 2, 3)
Presentation 3: 25% (goals 2, 3)
Test: 15% (goal 1)
Self-Evaluation: 10% (goals 1-3)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1: Experiences
[Author(s)]Gershon
[Publisher]Cambridge
[ISBN]9781107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in. Students who plagiarize a
writing assignment (use someone else’s writing) will receive a
zero for the assignment. If they do so again, they will fail the
course. Students who miss more than four classes will probably
not be able to gain enough points to pass the course.

The teacher's office hour is Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course overview
2: Introducing a classmate (Homework: brainstorming)
3: Introducing a favorite place (Homework: presentation outline)
4: Presentation planning (Homework: make poster and prepare
presentation)
5: Presentation 1
6: Introducing a prized possession (Homework: brainstorming)
7: Telling about a memorable experience (Homework: make
PowerPoint slides)
8: Presentation planning (Homework: prepare presentation)
9: Presentation 2
10: Explaining a process (Homework: brainstorming)
11: Introducing a film (Homework: make PowerPoint slides)
12: Presentation planning (Homework: prepare presentation)
13: Practice (Homework: finish preparation)
14: Presentation 3 (Homework: study for test; prepare self-
evaluation)
15: Test and makeup presentations



2019-SJ00009603-D2フレッシュマン・イングリッシュⅢ「P IA-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will be given a new understanding of English grammar, with the goal
of using it for speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will be
vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参加
できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事が
できるようになります。(技能)

3. 生徒は英会話を構築し、理解するために文章の一部を素早く分析でき
るようになります。(知識・理解)

4. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

5. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英語
の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

6. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理解
します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes).
Students must have a dictionary or dictionary application and must use it during
class. A word list will be published on the teacher’s website. Vocabulary
knowledge will be tested four times during the course, so students will need to
learn and review vocabulary (30 minutes).
Students should look ahead at the coming week’s textbook chapter to check
for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

Participation: 50% (到達目標1, 2, 5, 6)
Extended Conversation Assessments: 20% (到達目標1, 2, 5, 6)
Vocabulary Building: 20% (到達目標4)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 5, 6)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Students who don’t communicate in English,
interact in English, or participate in using English will receive very low
participation points and may not achieve a passing score.

There are no points for attendance. However, students who are absent too often
will achieve a low participation score, and will be very unlikely to achieve a
passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Control Words (5th edition, 2019)
[Author(s)] Steve Paton
[Publisher] self-published
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Controlling English I
3- Controlling English II
4- Vocabulary Building. Learning about memory strategies and
vocabulary learning strategies.
5 - “Do you? Are you?” Talking about yourself using ‘am’,
‘are’, ‘is’, ‘do’ and ‘does’. Participation scoring
will begin. Vocabulary List 1 will be published.
6- “Did you? Were you?” Talking about the past using
‘did’, ‘was’, and ‘were’. Vocabulary Test 1
7- “Where? When? 1” Discussing locations and times.
Introduction to ‘preposition/noun’
8- “Where? When? 2” Discussing locations and times using
‘preposition/noun’. Vocabulary List 2 will be published.
9- “Have you ever?” Discussing experiences using ‘have’
and ‘has’. Vocabulary Test 2
10-“Can you? Could you?” Discussing possibilities using
‘can’ and ‘could’.
11- “Do you have to?” Discussing ideals and rules using
‘do’, ‘does’, ‘did’, and ‘should’. Vocabulary List 3
will be published.
12- “Are you going to?” Talking about future plans and
predictions using ‘will’, ‘be going to’, and ‘be -ing’.
Vocabulary Test 3. Extended Conversation Assessment 1.
13- “If and When?” Discussing situations. Extended
Conversation Assessment 2.
14- “Tell us a story” Telling stories using situation and event
grammar. Extended Conversation Assessment 3. Vocabulary List
4 will be published.
15- Review and catch-up week. Vocabulary Test 4. Extended
Conversation Assessment 4.



2019-SJ00009603-D3フレッシュマン・イングリッシュⅢ「P IA-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in speaking and
writing. Students have to participate in class and group activities. If
students do not participate, it will not only be unfair on others, but it
will be very difficult for you to pass the course.
After each unit of the textbook is completed, the following week there
will be a quiz at the beginning of the class. The scores from the
quizzes will be a component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have discussed in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to converse and comprehend medical
situations. (knowledge and understanding)(知識・理解)

2. Students will increase medical vocabulary needed in a hospital.
(knowledge and understanding)(知識・理解)

3. Students will be able to continue a conversation for a given period
of time. (skills)(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes: 25%
Homework: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Vital Signs (Revised Edition)
[Author(s)] Vivian Morooka, Terri Sugiura
[Publisher] NAN'UN-DO
[ISBN] 978-4-523-17868-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment.
2. Topic 1: Hospital Departments
3. Topic 2: Application Forms
4. Topic 3: Parts of the Body
5. Written and Speaking Quiz: Topics 1 to 3
6. Topic 4: Illnesses
7. Topic 5: Daily Routine
8. Topic 6: Hospital Objects
9. Written and Speaking Quiz: Topics 4 to 6
10. Topic 7: Chatting with Patients
11. Topic 8: Taking a Medical History
12. Topic 9: Hospital Procedures
13. Written and Speaking Quiz: Topics 7 to 9
14. Review.
15. Exam in class



2019-SJ00009603-D4フレッシュマン・イングリッシュⅢ「P IA-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their speaking, listening, reading,
and writing skills.  By learning to think critically about interesting
topics, students will learn how to participate in small-group
discussions and express their opinions clearly.  Two speaking tests in
weeks 8 and 15 will test oral ability.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will be able to participate in group discussions(技能)

2 Students will be able to express opinions orally and in writing(技能)

3 Students will learn how to be a good listener and give feedback in
English(技能)

4 Students will practice native-like English pronunciation(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on preparing for group discussions.  This work will take two
hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
20% Midterm Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
20% Final Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
30% Participation  (到達目標1,2,3,4)
30% Weekly assignments and mini-discussions (到達目標1,2,3,4)

There is no end of term exam (teiki shiken)during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
No text required

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction
02: Movies
03: Social media
04: Social media
05: Apple vs Android
06: Ranking things
07: Prepare for Test
08: Speaking Test 1
09: LGBT
10: Women in the workplace
11: Piracy
12: Drinking Age
13: Video Games and Violence
14: Prepare for Test
15: Speaking Test 2



2019-SJ00009603-D5フレッシュマン・イングリッシュⅢ「P IA-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them speak in
English with confidence. Students will do pair work and speak with
one another in English in class.  Students will listen to TED talks in
English and study presentation skills which will be used in class.
There will be homework for students to complete each week.
Homework will include speaking practice, presentation preparation
and vocabulary exercises.There is no final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will learn natural communication patterns to help them when
they speak English.(知識・理解)

Students will be able to have a conversation in English (without using
any Japanese) for at least 10 minutes by the end of the semester. (技
能)

Students will increase the vocabulary necessary to better understand
global topics. (知識・理解)

Students will learn presentation skills(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on English speaking and listening to English (30 minutes). Students
should preview vocabulary before each unit. A handout of important
vocabulary items for each unit will be given to students to complete
(30 minutes). In addition, students will need to prepare for short
presentations in class (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Participation 20%
Speaking homework 30%
Vocabulary homework 20%
Presentations 30%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students who miss more than 1/3 of the classes may fail the course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]21st Century Communication
[Author(s)] Lida Baker & Laurie Blass
[Publisher]National Geographic Learning
[ISBN]9781337688598
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook, paper and pen to every class. You
should check your class blog every week. The blog address will
be given at the beginning of the semester. Students should
contact the teacher by email as soon as possible if they are going
to miss class.

The teacher's office hour is on Wednesdays from 12:30 ̃ 14:00.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1. Introduction and course outline. Homework: Unit 1
vocabulary.
Week 2. Unit 1. Homework: Speaking homework.
Week 3. Unit 1 TED Talk. Homework: prepare group
presentation.
Week 4. Unit 1 and Group presentations. Homework: Unit 2
vocabulary.
Week 5. Unit 2. Homework: Speaking homework.
Week 6. Unit 2 TED Talk. Homework: email poster presentation
topic and speaking homework.
Week 7. Poster presentation preparation. Homework: complete
presentation for next class.
Week 8. Poster presentations. Homework: Unit 3 vocabulary.
Week 9. Unit 3. Homework: Speaking homework.
Week 10. Unit 3 TED Talk. Homework: Unit 4 vocabulary.
Week 11. Unit 4. Homework: Speaking homework.
Week 12. Unit 4 TED Talk. Homework: Speaking homework.
Week 13. Presentation preparation. Homework: complete
presentation.
Week 14. Final presentations.
Week 15. Final presentations.



2019-SJ00009604-C3フレッシュマン・イングリッシュⅣ「P ESP-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パートを解
き対策を学ぶと共に、問題文の精読と聴き取りを解説を挟みな
がら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向上を
目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重要語
彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットの単語リストから小テストを行
うので、復習してくること。
・次週のユニットの単語リストや取り上げられている文法項目
を予習してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験およびリスニングテスト、小テスト、授業中の質疑応
答などから、以下の割合を目安として総合的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential Approach for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] N. Osuka, H. Tsukano, A. Yamamoto,  and R. Van
Benthuysen
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 978-4-7919-7189-3
[Comments]2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1　名詞＆代名詞
3. unit 2  形容詞＆冠詞
4. unit 3  副詞
5. unit 4  比較
6. unit 5  動詞＆時制
7. unit 6  未来表現など
8. unit 7  主語と動詞の呼応、時制の一致
9. unit 8  能動態＆受動態
10. unit 9   不定詞＆動名詞
11. unit 10  分詞
12. unit 11  助動詞
13. unit 12  接続詞
14. unit 13  関係代名詞＆関係副詞
15. リスニングテスト



2019-SJ00009604-C4フレッシュマン・イングリッシュⅣ「P ESP-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will learn and practice skills to prepare for
tests such as TOEIC or TOEIC Bridge. We will not work on TOEIC
skills only: a main focus of the course will be on vocabulary study.
Homework for this class will be vocabulary practice. In most lessons
there will be a vocabulary quiz to test whether students are effectively
using vocabulary learning strategies.
There will be a mid-term TOEIC-style test in week 8, and a week 15
test.
There is no attendance requirement for this course. However, weekly
vocabulary tests will be given at the start of each lesson, so on-time
attendance is necessary. Much of the lesson time will be spent on
TOEIC test-taking strategy instruction, which will be to students’
benefit in the mid-term test and final test. Actively participating in
class-time activities is strongly recommended.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒はTOEICやTOEIC Bridgeなどのテストに役立つテスト用
の英語スキルを学びます。(技能)

2. 生徒は効果的な語彙学習戦略を実践します。(技能)

3. 生徒は数多くの単語の意味を学びます。140単語以上がテス
トされます。さらに他の単語も解説、デモンストレーションさ
れます。(知識・理解)

4. 生徒はTOEICテスト問題の傾向を学び、テスト内の各セク
ションの引っかけ問題を対処する方法を学びます。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will need to produce vocabulary study tools, and use them
effectively. These materials must be submitted as part of the
assessment. Students will benefit from studying the vocabulary during
the week in their own time. (30 minutes)
Before the week 8 and week 15 tests, students should review the
content of the textbook (30 minutes). However, the test questions will
NOT come from the textbook.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly vocabulary tests and textbook tests: 40% (到達目標1, 2, 3, 4)
Vocabulary-learning tools checks: 10% (到達目標2, 3)
Midterm TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)
Week 15 TOEIC Bridge test: 25% (到達目標1, 4)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Next Step to the TOEIC Test
[Author(s)] Yasunami Seisuke & Richard S. Lavin
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 978-4-255-15582-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

You must bring your vocabulary learning materials, your
textbook, a dictionary, and pens/pencils to class.
If you are absent or late for a weekly vocabulary quiz, there is no
opportunity to take that quiz at a later date. You must be in the
classroom when the class starts.
Vocabulary learning materials must be submitted for two of the
three checks. They must be given on time. Late submissions will
not be accepted.
If you are absent for either the week #8 test or the week #15 test,
you must contact the teacher to organise a make-up test.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction and Vocabulary Learning
2- Unit 1: Campus Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4.
3- Unit 2: Student Life. Vocabulary, TOEIC parts 4, 5.
Vocabulary-learning tools check #1. Vocabulary test 1.
4- Unit 3: Eating and Drinking. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 7. Vocabulary test 2.
5- Unit 4: Shopping. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 3.
6- Unit 5: Health. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 4.
7 - Unit 6: Business Situations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4 , 5, 7. Vocabulary-learning tools check #2. Vocabulary test 5.
8- Mid-term test
9- Unit 7: Daily Life. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary test 6.
10- Unit 8: Post Offices and Banks. Vocabulary, TOEIC parts 1,
2, 3, 4, 7. Vocabulary test 7.
11- Unit 9: Entertainment. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 5.
Vocabulary test 8.
12- Unit 10: Trips and Vacations. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2,
3, 4, 7. Vocabulary test 9.
13- Unit 11: Meetings. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3, 4, 7.
Vocabulary-learning tools last-chance check. Vocabulary test 10.
14- Unit 14: Communications. Vocabulary, TOEIC parts 1, 2, 3,
4, 5, 7.
15- Week 15 test
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蒲原　順子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEIC Listening & Speaking Test　形式の問題演
習を通して、テスト・ストラテジー、リスニング力、リーディ
ング力、文法力を総合的に伸ばし、「英語力」の向上を最終的
な目的とします。また、リスニング力とリーディング力をつけ
るための音読演習を通してスピーキング力をつける下地を作
る。テキストはそれぞれのUnit で食事、旅行などのテーマが設
定され１回の授業でTOEIC L&R のPart 1 からPart 7 までの問題
演習と特定の文法事項について学習する構成になっており、授
業もこれに従って進行する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①トピック別の語彙を習得する。(知識・理解)

②日常よく使う英語表現を理解して覚える。(知識・理解)

③英語の音の特徴に慣れ、リスニング力を向上させる。(技能)

④英文を語順通りに読む癖をつけ速読力をつける。(技能)

⑤文法知識を深める。(知識・理解)

⑥自主的に学習する習慣をつける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次に学習するUnit の語彙のパートだけでなく、全体を読
んで知らない語彙を調べておく。演習問題を解いてみる。(40
分）
復習：間違った問題を再度解いて不明な点がないようにしてお
く。配布するリスニング用のスクリプトを音読する。(40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点１０％( 到達目標 ⑥）
・小テスト３０％（到達目標 ①②）
・定期試験 ７０％ (到達目標①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]STEPーUP　SKILLS　FOR　THE　TOEIC　
LISTENING　AND READING　TEST
[Author(s)] Yasuyuki Kitano
[Publisher] Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15595-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各Unit 終了後語彙と表現の小テストを行います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方。小テスト
2. Unit 1 Eating Out: 語彙、Parts1-7 問題演習、文法（動
詞）
3. Unit 2 Travel:Parts1-7 問題演習、文法（動詞）
4. Unit 3 Amusement :Parts1-7 問題演習、文法（品詞）
5. Unit 4 Meetings : Parts 1-7 問題演習、文法(分詞）
6. Unit 5 Personnel: Parts 1-7 問題演習、文法(不定詞と動名
詞）
7. Unit 6 Shopping : Parts 1-7 問題演習、文法(不定詞と動名
詞）
8.Unit 7 Advertisement : Parts 1-7 問題演習、文法(仮定法）
9.Unit 8 Daily Life : Parts 1-7 問題演習、文法(受動態）
10.Unit 9 Office Work : Parts 1-7 問題演習、文法(代名詞）
11.Unit 10 Business : Parts 1-7 問題演習、文法(数量詞・比
較）
12. Unit 11 Trafic: Parts 1-7 問題演習、文法(接続詞）
13. Unit 12 Finance and Banking :Parts 1-7 問題演習、文法(接
続詞）
14.Unit 13  Media :Parts 1-7 問題演習、文法(接続詞）
15. Unit 14 Health and Welfare:Parts 1-7 問題演習、コロケー
ション
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ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities to increase their score
in the TOEIC test. Each week, there will be homework and
vocabulary to learn for the next lesson. If there are group activities,
students have to participate in these. If students do not participate, it
will not only be unfair on others, but it will be very difficult for you to
pass the course.
At the beginning of each class there will be a vocabulary quiz. The
scores from the class quizzes will be a component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking what the homework
is.
There will be two main tests during the semester and a final exam in
class in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will improve listening for key words and main ideas.
(skill)(技能)

2. Students will become more familiar with the TOEIC exam.
(knowledge / understanding)(知識・理解)

3. Students will improve listening, grammar and reading. (knowledge
/ understanding)(知識・理解)

4. Students will increase vocabulary. (knowledge / understanding)(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and final exam (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Exam in class: 30%
Class Quizzes: 25%
Homework: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC L&R Test Pre-Intermediate
[Author(s)] Yumiko Mizoguchi / Machiko Yanagita
[Publisher] Kinseido
[ISBN] 978-4-7647-4089-1
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday, period #2 (10:40 -
12:10)

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment. Vocabulary for next lesson
2. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
3. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
4. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
5. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
6. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
7. Test 1
8. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
9. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
10. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
11. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
12. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
13. Vocabulary Quiz / Listening Part 1, 2, 3 & 4. Homework:
Reading Part 5, 6 & 7. Vocabulary.
14. Test 2
15. Exam in class (30%)
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ベヴァン，グレッグ

◎－－－　概要　－－－◎

The main focus of this course will be on developing the skills needed
to give presentations, which many academic and professional settings
call for. Students will write their own short English presentations,
while studying language, organization, and presentation skills. They
will also learn how to prepare PowerPoint slides, and how to use them
to make their presentations more effective. We will spend a week on
each unit in the class, with all students giving presentations in weeks
5, 10, and 14. Extra classes will be set aside for learning how to make
PowerPoint slides, and for planning and practicing presentations. A
test on the final class will cover material taught along the way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will have a better understanding of the art of public
speaking, in English in particular but in their own language as well.
(知識・理解)

2.　Students will develop the skills necessary to give effective
PowerPoint presentations, and to speak in front of an audience with
confidence. (技能)

3.　The course will help students overcome their fears of public
speaking and see themselves as capable speakers of English. (態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the homework assignments included in “Theme
and Content” below. (30 min) Practicing their three presentations
will take additional time on the three presentation weeks (2-3 hours).
Also, they should use the audio CD for self-study to review any weak
points. (30 min)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Class Participation: 20% (goals 1-3)
Presentation 1: 10% (goals 2, 3)
Presentation 2: 20%  (goals 2, 3)
Presentation 3: 25% (goals 2, 3)
Test: 15% (goal 1)
Self-Evaluation: 10% (goals 1-3)
There is no end of term exam (teiki shiken) during the term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1: Experiences
[Author(s)]Gershon
[Publisher]Cambridge
[ISBN]9781107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every class. Students who forget to bring things to
class with them will lose points from their class participation
score. No homework may be handed in late. Students who do not
come to class on a day that homework is due should give their
homework to a classmate to hand in. Students who plagiarize a
writing assignment (use someone else’s writing) will receive a
zero for the assignment. If they do so again, they will fail the
course. Students who miss more than four classes will probably
not be able to gain enough points to pass the course.

The teacher's office hour is Mondays during period 4.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course overview
2: Introducing a classmate (Homework: brainstorming)
3: Introducing a favorite place (Homework: presentation outline)
4: Presentation planning (Homework: make poster and prepare
presentation)
5: Presentation 1
6: Introducing a prized possession (Homework: brainstorming)
7: Telling about a memorable experience (Homework: make
PowerPoint slides)
8: Presentation planning (Homework: prepare presentation)
9: Presentation 2
10: Explaining a process (Homework: brainstorming)
11: Introducing a film (Homework: make PowerPoint slides)
12: Presentation planning (Homework: prepare presentation)
13: Practice (Homework: finish preparation)
14: Presentation 3 (Homework: study for test; prepare self-
evaluation)
15: Test and makeup presentations
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オキーフ，グレゴリー

◎－－－　概要　－－－◎

This course is to give students a chance to speak about everyday
subjects and learn how to do it confidently through presentations.
They will learn the skills to speak in front of people as well as key
vocabulary needed to describe in detail what they want to say. This is
all done is a safe and supportive environment. Students will be
expected to communicate with other students in English while
performing classroom tasks. Lessons will focus mostly on
presentation creation but information will often be gathered along
other students. Depending on the speed of the course, there may be as
many as four mini presentations and one final one. These
presentations will make up a major part of the course grade. Students
will be expected to attend class, be on time, and be positive.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will experience and understand how to explain their ideas in
detail.(知識・理解)

Students will gain the ability to speak in front of others.(技能)

Students will be taught to understand the differences of Japanese
versus native English speaking styles. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will be expected to complete all homework assignments.
Homework will often include class preparation and as well as
assignments that could not be finished in class. Quizzes will be based
on homework assignments and review of past units.Students should
expect to spend around two hours a week on work outside the class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
In Class Presentation: 75% (5x15%) (5 presentations)
Class participation: 25%
There is no exam during the examination period
There will also be no reexamination

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Present Yourself 1 (2nd edition)
[Author(s)]Steven Gershon
[Publisher]Cambridge University Press
[ISBN]　978-1107435636
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

This class will be run as if students are in an English speaking
environment. This means students will be taught the differences
between Japanese classroom culture and classroom culture in an
English speaking country such as the United States. Students are
not allowed to sleep or use mobile phones for SNS or anything
not class related. Students are expected to be fully prepared for
every lesson. There will be no make ups for missed
presentations, quizzes or tests. Students are also expected to be
on time for every class. Please feel free to consult the instructor
if you have a good reason for missing or being late for a class.
Students who miss too many classes will have difficulty passing
the course. All students are expected to actively participate in
group and team activities. The teacher’s office hours are on
Wednesdays during 3rd period. If you wish to speak with the
teacher please make an appointment beforehand.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Understanding Presentations
2. Interviewing
3. Interviewing (continued)/Describing places
4. Describing places (continued) / Presentation preparation
5. Presentations
6. Describing things
7.  Describing things (continued) / Presentation preparation
8.  Presentation
9.  Memories
10. Memories (continued) / Presentation preparation
11. Presentations
12. Process explanation
13. Process explanation (continued) / Presentation preparation
14. Final presentation preparation
15. Final presentation
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ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will be given a new understanding of English grammar, with the goal
of using it for speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will be
vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参加
できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事が
できるようになります。(技能)

3. 生徒は英会話を構築し、理解するために文章の一部を素早く分析でき
るようになります。(知識・理解)

4. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

5. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英語
の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

6. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理解
します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes).
Students must have a dictionary or dictionary application and must use it during
class. A word list will be published on the teacher’s website. Vocabulary
knowledge will be tested four times during the course, so students will need to
learn and review vocabulary (30 minutes).
Students should look ahead at the coming week’s textbook chapter to check
for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

Participation: 50% (到達目標1, 2, 5, 6)
Extended Conversation Assessments: 20% (到達目標1, 2, 5, 6)
Vocabulary Building: 20% (到達目標4)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 5, 6)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Students who don’t communicate in English,
interact in English, or participate in using English will receive very low
participation points and may not achieve a passing score.

There are no points for attendance. However, students who are absent too often
will achieve a low participation score, and will be very unlikely to achieve a
passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Control Words (5th edition, 2019)
[Author(s)] Steve Paton
[Publisher] self-published
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Controlling English I
3- Controlling English II
4- Vocabulary Building. Learning about memory strategies and
vocabulary learning strategies.
5 - “Do you? Are you?” Talking about yourself using ‘am’,
‘are’, ‘is’, ‘do’ and ‘does’. Participation scoring
will begin. Vocabulary List 1 will be published.
6- “Did you? Were you?” Talking about the past using
‘did’, ‘was’, and ‘were’. Vocabulary Test 1
7- “Where? When? 1” Discussing locations and times.
Introduction to ‘preposition/noun’
8- “Where? When? 2” Discussing locations and times using
‘preposition/noun’. Vocabulary List 2 will be published.
9- “Have you ever?” Discussing experiences using ‘have’
and ‘has’. Vocabulary Test 2
10-“Can you? Could you?” Discussing possibilities using
‘can’ and ‘could’.
11- “Do you have to?” Discussing ideals and rules using
‘do’, ‘does’, ‘did’, and ‘should’. Vocabulary List 3
will be published.
12- “Are you going to?” Talking about future plans and
predictions using ‘will’, ‘be going to’, and ‘be -ing’.
Vocabulary Test 3. Extended Conversation Assessment 1.
13- “If and When?” Discussing situations. Extended
Conversation Assessment 2.
14- “Tell us a story” Telling stories using situation and event
grammar. Extended Conversation Assessment 3. Vocabulary List
4 will be published.
15- Review and catch-up week. Vocabulary Test 4. Extended
Conversation Assessment 4.
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キャメロン，アレクサンダー　ドナルド

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study and practice English speaking skills, combined
with writing activities that build speaking and presentation abilities.
Students must complete weekly assignments for homework.
There will be a mid-term test in Week 8, and a final test in Week 15.
While test taking practise will focus on speaking and writing, the class will also
involve some listening and reading materials.
Students are expected to take notes when the teacher explains certain grammar
points during class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to communicate with confidence on a wide range of topics
(such as food, movies, music, sports, hobbies, travel, etc.)(技能)

2. Students will develop the ability to use various follow-up questions to maintain
conversation.(技能)

3. Students will be able to listen for details and be able to report these details to
class partners and to the teacher.(技能)

4. Student’s writing skills will be developed to help communicate in spoken
English. (技能)

5. Vocabulary knowledge of general speaking skills will improve.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete weekly textbook homework tasks (30 minutes)
Students must complete vocabulary notebooks. (30 minutes)
Students must complete their Notebook Portfolio - listening, speaking/interview,
journal tasks (30 minutes)
Students must review all content before midterm and final tests (30 minutes)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

30% - Classwork / Textbook / Speaking Activities / In class review quizzes / In
class pair and group interaction; interview note-taking (到達目標1)
10% - Speaking Assignments with assigned partners. Use your notes to submit a 1-
minute audio summary of your interview with your partner. (You must submit 10
of 12 Assignments) (到達目標2)
10% - Listening Homework Notes: You must submit 10 of 12 Assignments (到達
目標3)
10% - Diary Homework: Based on speaking topics for the week. 100 words per
activity. (You must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標4)
10% - Vocabulary Homework: Meanings and 10x original example sentences (You
must submit 10 of 12 Assignments) (到達目標5)
15% - Midterm Test: Week 8 (到達目標1-5)
15% - Final Test: Week 15 (到達目標1-5)

Participation
Students will lose points in these cases: for being late; for sleeping during class; for
checking phone during class; for not concentrating during class; for speaking
Japanese during class; for disrupting class; for not cooperating with teacher’s
instructions.

Cheating
Cheating will result in a score of zero for that test or activity. This will affect your
overall score and may result in failing the course.

Scoring and Homework
Homework must be completed on time. Late homework will result in a score of
zero.
Students may not use smartphones during class time, except for activities given by
the teacher.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate Abroad: Essential English for Travel and
Study
[Author(s)] Cookson and Tajima
[Publisher] Cengage
[ISBN] 978-4-86312-277-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Testing
Students who miss a test must ask the teacher about a make-up
test date.

Materials
You must bring your textbook, a dictionary and a B5ノート 100
枚 to every class.

Teacher’s Office Hours
The teacher is available on: Thursday 2nd period (10:40-12:10)
Email: adcam405@gmail.com

Teacher’s website
https://mrcameron2019.weebly.com/

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Unit 1 “My Suitcase is overweight” / Airport check-in /
Airline baggage rules / Spoken Interaction Homework 1
3- Unit 2 “I’m Suffering from Jet Lag” / Jet lag / Time zones
/ Spoken Interaction Homework 2
4- Unit 3 “Each Host Family Is Different” / Homestays / Host
family rules / Spoken Interaction Homework 3
5- Unit 4 “I’m Experiencing Culture Shock”. / Cultural
differences / Stages of culture shock. / Spoken Interaction
Homework 4
6- Unit 5 “My Dormitory Is too Noisy”. / Dormitory life /
Suggestions and requests / Spoken Interaction Homework 5
7- Unit 6 “How Can I Make Friends?” / Making friends /
Activities overseas / Spoken Interaction Homework 6
8- Mid-Term Test Units 1-6
9 - Unit 7 “What Should I Talk About?” / Talking with people
/ Conversation topics / Spoken Interaction Homework 7
10- Unit 8 “I Feel Homesick” / Missing Japan / Dealing with
homesickness / Spoken Interaction Homework 8
11- Unit 9 “How Do I Order Food?” / Ordering and paying in
a restaurant / Spoken Interaction Homework 9
12- Unit 10 “I Lost My Passport” / Losing something /
Valuable possessions / Spoken Interaction Homework 10
13- Unit 11 “I Need to Go to Hospital”. Going to a clinic or
hospital / Health advice / Spoken Interaction Homework 11
14- Unit 12 “I Don’t Want to Leave”. / Preparing to return
home / Benefits of going abroad / Spoken Interaction Homework
12
15- Mid-Term Test Units 7-12 Final Class / Review Activities /
Summary / Final Check of homework portfolios



2019-SJ00009611-A1インターミディエイト・イングリッシュⅠ「P R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

鈴木　繁

◎－－－　概要　－－－◎

　1回の授業でテキスト2単元分ずつ進みます。各単元の前半で
は約1ページ分の英文テキストの読解を行います。文法事項を
踏まえて正確に意味内容を理解することが求められます。この
部分については予習が必要です。
　続いて、英文テープを聴き、リーディング部分のテキストの
内容に基づいた設問に答える形で、リスニングを行います。リ
スニングには、T or F の問題と、英問英答の問題の2種類ありま
す。
　最後に、本文中に使われた表現を参考として、英作文の練習
が行われます。この部分についても予習が求められます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文を正確かつ論理的に読解し、その意味内容を正しく把握す
ることが出来る。(知識・理解)

英文を文法に則って、正しい語順とスペリングで書くことが出
来る。(知識・理解)

英語を物理的に耳で聴き取れると同時に、シチュエーションに
応じ、想像力を働かして、意味を理解することが出来る。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、授業に参加するに先立って、必ず予習が必要となりま
す。予習が必要な箇所は、リーディング、ライティング部分で
す。
　また授業終了後も、学習内容を定着させるため、しっかり復
習を行い、試験に備えて下さい。　
　予習・復習を併せた授業時間外学習の時間は、毎週約1時間
を要します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　リーディング及びライティングに関しては、しっかり予習を
してきているか否かを、授業中、学生に当てながらチェックし
ていきます。リスニングについても、解答終了後、学生を指名
して、答え合わせを行います。その結果を参考とし、普段の授
業に臨む姿勢も加味して、平常点を定めたいと思います。その
上で定期試験の点数を平常点とプラスして、最終的成績評価を
定めます。
　原則として定期試験を５割、平常点を５割として評価を行い
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Looking Backward
[Author(s)] Jim Knudsen
[Publisher]　南雲堂
[ISBN] 9784523173144

◎－－－　参考書　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　毎回の授業には、必ず辞書を持参して下さい。
　演習科目ですので、とにかく授業の場に欠かさず積極的
に参加することが求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.講義の目標と進め方について
（２－１５回は下記の通り、テキストに沿って、各テーマ
について学習します）
2. １＆２. Queen Victoria, Ghandhi
3. ３＆４. JFK, Princess Di and Mother Teresa
4. ５＆６. Titanin, Great Kanto Earthquake
5. ７＆８. Challenger, AIDS
6. ９＆10. Jesse Owen, Tokyo Olympics
7. 11＆12. Munich Olympics, Ben Johnson
8. 13＆14. Atomic Bomb,Vietnam War
9. 15＆16. Iranian Revolution, Apartheid
10. 17＆18. Einstein, Penicillin
11. 19＆20. Heart Transplant, D＆olly
12. 21＆22. Bible vs. Darwin, Nuremberg Trials
13. 23＆24. Aum Shinrikyo, O.J.Simpson
14. 25＆26. Hitler, Nixon
15. 27＆28．Berlin Wall, Tienanmen Square
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武田　桂依

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、言語習得４技能内の「リーディング」と「ラ
イディング」のスキルアップに焦点を当てていきます。現代社
会の様々なディベートトピックを厳選したテキストを用いて、
リーディング本文では「メディア」から「政府」まで幅広い
ジャンル問題の背景や賛成(pros)、反対(cons)の主張や意見を読
み、英語で意見を述べる語彙や表現方法を学習していきます。
ライティングは主に各ユニットに含まれているアクティブ
ティーを使用し、賛否両論のサンプルモデルを参考に、学生自
身が比較的短いパラグラフ(10文前後)で自分の意見が書ける力
をつけるよう学習していきます。
また、また、学期内で3度のユニットテストを実施すること
で、学生の授業内容の把握度を確認していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

目的に応じた英文を書ける力を身につけること。(技能)

英文を理解するのに必要な語彙や構文を増加すること。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回のUnitに目を通すこと。リーディングやライティン
グ課題がある場合はそれを必ずやってくること
復習：学習した文法事項や英単語、特に自分が理解できなかっ
た箇所を再度自主学習すること。ライティングの訂正点がある
場合は書き直しくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
*平常点：40％ （学習状況、課題提出）
*ユニットテスト（3回実施/各20%）：60％　（語彙と文意把
握、英作文）

このクラスでは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Pros and Cons Discussing Today'sControversial Issues 賛
否両論の社会問題を考える
[Author(s)]Ichizo Ueda, Toshiko Ueda, Chiaki Taoka, Eri
Yoneoka
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]9784863122529
[Comments]　2018年版 　テキスト価格¥2000 (税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*毎回、前の週の復習テストがあるので、必ず前回の学習
した内容を復習してくること。
*毎回、必ず辞書持参で授業に出席すること。
*課題が与えられた場合は次の週に課題を提出すること。
*欠席が度重なると、単位取得が難しくなる場合があるた
め、欠席する場合は必ず事前に報告すること。
*理由なしの欠席、遅刻によるテストの実施はしません。
*必ずしもシラバス通りに進まない場合があります。
*質問や連絡事項は必ず　kayeish@icloud.com　までメール
をするようにお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：受講上の注意、授業の進め方、課
題、小テストや評価方法などについて説明。ディベートに
おいての基本的な意思表示や表現パターンの説明
2.Unit 1 ：Internet Safety or Freedom of Expression?
3 Unit 2: Honor of Burden?
4. Unit 5: Legalization or Outlawing of Gay Marriage?
5. Unit 6 : Separate Smoking Area or Toal Ban?
6. ユニットテスト(1)
7. Unit 9 To Skip or Not to Skip?
8. Unit 10: Performance or Seniority?
9. Unit 8:Punishment or Discipline?
10. Unit 13: Peace COnstitution or Revision?
11. ユニットテスト(2)
12. Unit 12: Animal Rights or Human Profits?
13. Unit 7: Right to Die or Responsibility to Live?
14. Unit 14: Death Penalty or Human Right?
15. ユニットテスト(3)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

坂田　直樹

◎－－－　概要　－－－◎

リスニング、リーディングパートから構成されるTOEICについ
て、以下の各方法をとることで、スコアの上昇、並びに、ビジ
ネス英語知識の基礎を形成することを目指します。授業内で
は、ウェブサイト上で練習問題の演習を行い、解答状況を把握
することで、学生の皆さんの正解率を反映した、よりポイント
を絞る形での内容解説を行います。

リスニングパート
「英語の音声→意味」という回路が頭の中に出来上がるよう
に、発音等のトレーニングも含めた形で、英語の音声情報の習
得を目指します。また、現在ある知識が本来のスコアとして反
映されるために、TOEIC受験の際に求められる、パート毎の基
本的な解答ストラテジーを指導します。

リーディングパート
文法SVO等の語順を中心に、整理した形で文法学習を行い、
TOEICの問題に備えます。また、将来的にビジネス場面でのE
メールが書けることも視野に入れて、実践的な文法力が身につ
くことを目標とします。文書読解TOEICで求められる速読力を
つけるために、文章を局所的にだけではなく、大局的に読み取
る力を身につけられるように指導します。そのため、つなぎ言
葉や基本的な文章の構造、スキャンニングやスキミング等のス
トラテジーを紹介します。結果として、卒業後皆さんが目にす
る可能性がある、比較的分量の多い文書についても、臆するこ
となく冷静に対処し、意味を把握する力がつくことを目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各ストラテジーを習得し、現時点の実力が反映される形で
TOEICのスコアが上がる。(技能)

将来のビジネス場面での英語使用に備えて、音声・文法・速読
知識を獲得する。また、それに伴って、TOEICのスコアが上が
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業で扱ったポイントについて、各自復習を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト2回：各25％
定期試験：50％
計100％
（それぞれ、ストラテジーの理解、文法知識、リスニング力、
読解の到達度を図ります）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] EXTREME STRATEGIES FOR THE TOEIC®
LISTENING AND READING
[Author(s)]濱崎潤之輔
[Publisher]松柏社
[ISBN] 978-4-88198-735-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スコアアップのためのストラテジー（解答方略）を取り扱
い、小テストも実施しますので、授業では問題を解くだけ
でなく、どのようにすれば英語を聞き取れるか、読めるか
ということを、常に自分で考える習慣をつけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 U1 Listening: Part 1 (1)　Reading: Part 5 (1)
第2回 U2 Listening: Part 2 (1)　Reading: Part 6 (1)
第3回 U3 Listening: Part 3 (1)　Reading: Part 7 (1)
第4回 U4 Listening: Part 4 (1)　Reading: Part 7 (1)
第5回 小テスト1
第6回 U5 Listening: Part 1 (2)　Reading: Part 5 (2)
第7回 U6 Listening: Part 2 (2)　Reading: Part 6 (2)
第8回 U8 Listening: Part 1 (3)・Part 2 (3)　Reading: Part 5
(3)・Part 7 (2)
第9回 U9 Listening: Part 3 (2)・Part 4 (2)　Reading: Part 6
(3)
第10回 小テスト2
第11回 U10 Listening: Part 1 (4)・Part 2 (4)　Reading:
Part 5 (4)・Part 7 (2)
第12回 U11 Listening: Part 3 (3)・Part 4 (3)　Reading:
Part 7 (3)
第13回 U12 Listening: Part 2 (5)・Part 3 (4)　Reading:
Part 5 (5)・Part 7 (3)
第14回 U13 Listening: Part 4 (4)　Reading: Part 7 (4)
第15回 小テスト3

◎－－－　URL　－－－◎

授業サイト
(https://sites.google.com/site/nsakata2027/toeic)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

田中　公介

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題を解く上で必要となる基本的な英語リスニ
ング力とリーディング力を、TOEIC実践問題テキストを用いて
養成します。定期的にGrammar Practiceのプリント教材を実施
して、単語力や文法力も身に付けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテスト実践問題を通して様々な英語表現を習得し、英語
運用能力の全般的な向上を図る。(知識・理解)

各自がTOEICの目標スコアを設定し（目安として990点満点中
600点以上）、その達成を目指す。(技能)

TOEICテスト受験への積極的な動機づけを得る。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回テキスト中の指定個所を予習して授業に臨んでください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

　・平常点：40％（学習状況、学習態度）
　・定期試験：60％（TOEICテストのリスニング及びリーディ
ング能力）

※ 欠席は3点、15分以上の遅刻は2点、15分以内の遅刻は1点、
それぞれ上記の「平常点」から減点します（正当な理由がある
場合は減点しません。後日教員本人に届出を出してその旨を説
明してください。）。また、学習態度が悪い場合、居眠りが目
立つ場合、テキストを持参して授業に臨まなかった場合も、そ
の都度「平常点」から減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Power Charge for the TOEIC Test
[Author(s)] 西田晴美／吉田佳代／伊藤佳世子／Brian Covert
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-3874-4
[Comments] テキスト価格2,106円（税込）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ずテキストを購入した上で臨んでください。
・基本的に授業中に扱う問題は学生を指名して答えてもら
います。

※「成績評価基準」の箇所でも書きましたが、これらの点
で問題がある場合はその都度「平常点」から減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション、Grammar Practice(1)（文法ドリル）
2.Eating Out（TOEICリーディング・リスニング）
3.Amusement（TOEICリーディング・リスニング）
4.Daily Life（TOEICリーディング・リスニング）
5.Directions（TOEICリーディング・リスニング）
6.Travel（TOEICリーディング・リスニング）
7.Grammar Practice(2)（文法ドリル）
8.Advertising（TOEICリーディング・リスニング）
9.Personnel（TOEICリーディング・リスニング）
10.Purchases（TOEICリーディング・リスニング）
11.Office Work（TOEICリーディング・リスニング）
12.Employment（TOEICリーディング・リスニング）
13.Business（TOEICリーディング・リスニング）
14.Finance&Banking（TOEICリーディング・リスニング）
15.Health&Welfare（TOEICリーディング・リスニング）、
Grammar Practice(3)（文法ドリル）
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 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

渡邉　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業は、TOEIC試験の概要およびハイスコア獲得のための
総合対策を実践的トレーニングを通して行うことを目的とす
る。語彙重視型の教材・ペアワークによる反復練習を通じて、
即戦力を求める学生にとって確実な手ごたえが得られる授業展
開となる予定である。
　毎回の授業ではリスニング問題、文法問題、読解問題をバラ
ンスよく網羅し、なるべく多くの予想問題に触れることにな
る。また、自己学習に役立つ最新の参考書についての情報提供
も行いたい。演習形式の授業につき、予習範囲の解答や授業中
の演習問題の解答は学生に発表してもらう予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC試験の概要および出題形式を把握することができる。
(知識・理解)

②VocabularyチェックやDictationを継続して行うことで自己学
習の習慣を身につけることができる。(態度・志向性)

③TOEICの各セクションの形式に沿った演習問題を数多く解く
ことで、解法のポイントを掴むことができる。(技能)

④Chunk Translation式トレーニングによって英文を英語の語順
で正確に理解する力を身につける。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの奇数章＝Vocabulary 1およびDictation（45
分）、偶数章ではVocabulary 1およびChunk translation（45分）
を事前に学習しておくこと。授業冒頭で解答を数名の学生に板
書してもらう予定。
復習：間違えた演習問題をノートにまとめて毎週復習する。
（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・試験70％（到達目標③④）
・平常点30%（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]_Beat Your Best Score on the TOEIC L&R Test_
[Author(s)]松岡昇・傍島一夫
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-745-2 C3082
[Comments]価格1900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を持って授業に出席すること（電子辞書可）

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１週：Chapter 1: Shopping/ 基本文型
第２週：Chapter 2: At a Restaurant/ 名詞の修飾
第３週：Chapter 3: Transportation/ 文と文の接続
第４週：Chapter 4: Entertainment/ 知覚動詞と使役動詞
第５週：Chapter 5: Accommodation/ 助動詞
第６週：Chapter 6: Employment/ 助動詞＋完了形
第７週：Chapter 7: Communication/ 時制と進行形
第８週：Chapter 8: Negotiating/ 現在完了
第９週：Chapter 9: Giving a Presentation/ 前置詞
第１０週：Chapter 10: Appointments/ 不定詞
第１１週：Chapter 11: Public Facilities / 仮定法過去
第１２週：Chapter 12: On the Street/ 仮定法過去完了
第１３週：Chapter 13: Vacation/ 受動態
第１４週：Chapter 14: Environment/ 動名詞と分詞構文
第１５週：Chapter 15: Housing/ 関係代名詞



2019-SJ00009611-A6インターミディエイト・イングリッシュⅠ「P C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。なお、学習の際
ポートフォリオ（ファイルのようなもの）に学習内容を記録し
ます。日付、学習した項目、知らない単語や表現、間違えた問
題の反省などを記録しておきます。学期末にポートフォリオを
提出してもらい、成績評価の材料とします。
　文法問題を解く際は大学受験に使用した参考書を持参する。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語のリ
スニングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

日常生活と仕事を行なっていく上で困らないレベルの英語の
リーディングの基礎力を身に付けることができる。(技能)

英文を書いたり話したりする上で困らない英語のグラマーの基
礎力を身に付けることができる。(知識・理解)

授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します。 （30分～１時間程度）
　なお、記録したポートフォリオで間違えた問題、知らない単
語、イディオムなどを覚えます。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

　復習テスト：５０％（到達目標①②③④）、授業中の学習内
容、コンピュータの学習履歴：５０％（到達目標①②③④）に
よって評価を行います。

※定期試験期間中に試験は実施しません。したがって再試験も
実施しません。やむを得ない事情により復習テストを欠席した
場合は追試を実施します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]　reallyenglish
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]5000円程度。インターネット教材であるために
iSBNはない。前期に引き続いて、後期も同じ教材を使用す
るため、改めて購入する必要はない。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
2 Grammar１
3 Reading 1
4 Listening 1
5 Grammar 2
6 Reading 2
7 Listening 2
8 Grammar 3
9 Reading 3
10 Listening 3
11 Grammar 4
12 Reading 4
13 Listening 4
14 復習テスト
15 総復習および追試



2019-SJ00009612-A1インターミディエイト・イングリッシュⅡ「P R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

岡裏　佳幸

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、旅行に関するダイアローグ、旅行に関する文章
を用いて、リーディングのの力を養成するとともに、ライティ
ングの基礎力を養成する。リーディングについては、ダイア
ローグや文章を正確に読み解く方法を指導する。また、ライ
ティングについては、ダイアローグや文章で学習した英文を使
いこなす訓練を行うことによって、英語表現力の強化を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

旅行に必要な語句、口語表現を習得することができる。(知
識・理解)

旅行に関連のある文書を読んで理解できるようになる。(技能)

旅行に関するDialogを聞き取ることができるようになる。(技
能)

ネイティブスピーカーと会話することができるようになる。
(技能)

積極的に課題に取り組み、自律的学習を行うことができるよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習]
音声のある問題については、繰り返し音声を聴き、また、語句
の意味を調べ、すべての設問に解答するように努めること。

[復習]
Dialog、Passageの内容を理解した上で、繰り返し音声を聴き、
発話練習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
学習状況、復習テスト、定期試験等で総合的に評価する。
　　学習状況　　　　　　　　　　　　　　40%
　　復習テスト　　　　　　　　　　　　　40%
　　定期試験　　　　　　　　　　　　　　20%
学習状況については、授業中のペアワークなどへの取り組み、
授業外学習における課題への取り組みによって、評価する。
全回出席し、授業に参加することを前提として、成績評価を行
う。したがって、欠席した場合、その回の学習機会を失うこと
になるため、1回につき－6点、とする。なお、授業開始後20分
までに入室した場合は、遅刻扱いとし、－2点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　　　Communicate Abroad: Essential English for Travel
and Study
[Author(s)]　Simon Cookson & Chihiro Tajima
[Publisher]　CENGAGE Learning
[ISBN]　　　978-4-86312-277-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。
他の科目の教材等を机の上、中に置かないこと。
授業中の居眠り、携帯電話・スマートフォンの使用、飲
食、無断退室を禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Introduction：授業の進め方等
　　　第2回から、テキストに沿って各章のテーマに
　　　ついて指導する。
2.  Unit 1  My Suitcase is Overweight
3.  Unit 2  I'm Suffering from Jet Lag
4.  Unit 3  Each Host Family is Different
5.  Unit 4  I'm Experiencing Culture Shock
6.  Unit 5  My Dormitory is Too Noisy
7.  Unit 6  How Can I Make Friends?
8.  Unit 7  What Should I Talk about?
9.  Unit 8  I Feel Homesick
10.  プレイスメントテスト
11.  Unit 9  How Do I Order Food?
12.  Unit 10  I Lost My Passport
13.  Unit 11  I Need to Go to Hospital、
     Unit 12  I Don't Want to Leave
14.  復習テスト
15.  復習テストの解説とまとめ
※毎回、各ユニットのWarm -up、Vocabulary、Dialogの説
明、Passage、Useful Expressionsの解説の順に進める。



2019-SJ00009612-A2インターミディエイト・イングリッシュⅡ「P R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ユエー，ソレル

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study different skills to help them read
and write in English with greater confidence. Students will do pair
work and speak with one another in English in class. There will be
homework for students to complete each week. Homework will
include vocabulary practice, review of lesson content and test
preparation. There will be three tests during the course. There is no
final exam for this class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will practice skills of reading English quickly and
accurately.(技能)

Students will develop their vocabulary building skills.(知識・理解)

Students will learn how to write a short essay.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading and vocabulary exercises (30 minutes). In addition,
students should review vocabulary which has been taught in class.
Students should read their English library book at home (30 minutes).
Before each test, students should review the content of the textbook (1
hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation     15%
Book reports 25%
Homework / Writing      20%
In-class Tests 40%

NOTE: there is NO END OF TERM EXAMINATION (TEIKI
SHIKEN) DURING THE OFFICIAL EXAMINATION PERIOD.
THERE WILL BE NO REEXAMINATION (SAI SHIKEN).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Select Readings Intermediate
[Author(s)] Linda Lee and Erik Gundersen
[Publisher]Oxford University Press
[ISBN]9780194332125
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Please bring your textbook to every class. You should check the
class blog every week. The blog address will be given at the
beginning of the semester. Students should contact the teacher by
email as soon as possible if they are going to miss class.
The teacher's office hour is on Wednesdays from 12:30 - 14:00

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductions and course outline. Homework: Chapter 1
vocabulary.
2. Chapter 1. Identifying main ideas　＆using context.
Homework: Reading. Chapter 2 vocabulary.
3. Chapter 2. Making inferences.  Homework: Reading. Chapter
3 vocabulary.
4. Chapter 3. Skimming and scanning. Homework: Reading. Test
review. Chapter 4 vocabulary.
5. TEST 1. Chapter 4. Distinguishing facts from opinions.
Homework: Reading. Chapter 5 vocabulary.
6. Chapter 5. Using context clues. Homework: Reading. Chapter
6 vocabulary.
7. Chapter 6. Finding the topic and main idea. Homework:
Reading. Chapter 7 vocabulary.
8. Chapter 7. Identifying supporting ideas. Homework: reading.
Test review.
9. TEST 2. Chapter 8. Identifying pronoun references.
Homework: Reading. Chapter 9 vocabulary.
10. UNIVERSITY PLACEMENT TEST. Homework: Reading.
11. Chapter 9. Text organisation (Headings). Homework:
Reading. Chapter 10 vocabulary.
12. Chapter 10. Understanding patterns of organisation.
Homework: Reading. Chapter 12 vocabulary.
13. Chapter 12. Summarising. Homework: Reading. Chapter 13
vocabulary.
14. TEST 3. Chapter 13. Recognising paragraph transitions.
Homework: Reading.
15. Final Book Report. Chapter 14. Paraphrasing.



2019-SJ00009612-A3インターミディエイト・イングリッシュⅡ「P ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パートを解
き対策を学ぶと共に、問題文の精読と聴き取りを解説を挟みな
がら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向上を
目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重要語
彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める。
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットから小テストを行うので、復習
してくること。
・次週のユニットの語彙や取り上げられている文法項目を予習
してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験およびリスニングテスト、小テスト、授業中の質疑応
答などから、以下の割合を目安として総合的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] トピックでめざせ！ TOEIC Listening and Reading
Test 550 へ"ステップアップ"
[Author(s)] S. Mitsutomi, Y. Nitta, M. Takahashi, R. Akiyoshi,
G, Bevan, D. Farnell, and Y. Inadomi
[Publisher] 英宝社
[ISBN] 978-4-269-66050-2
[Comments]2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1  Shopping:Daily Life
3. unit 2  Shopping: Big Purchases
4. unit 3  Travel: Planes and Trains
5. unit 4  Travel: Hotels
6. unit 5  Entertainment: Restaurants
7. unit 6  Entertainment: Movies
8. unit 7  Entertainment: Cultural Events
9. unit 8  Health: Doctors and Hospitals
10. プレイスメントテスト
11. unit 9  Health: Exercise and Diet
12. unit 10  Business: Group Project
13. unit 11  Business: Clerical Tasks
14. unit 12  Business: Visitor
15. リスニングテスト



2019-SJ00009612-A4インターミディエイト・イングリッシュⅡ「P ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

正宗　聡

◎－－－　概要　－－－◎

　各種の英語資格検定のうち、社会的ニーズの高いとされてい
る TOEIC試験を扱った教材をもとに、もしこの試験を受けるこ
とがあれば、少しでも役立つようなことをお伝えする授業で
す。この授業において、リスニング力、リーディング力をト
レーニングしたいと思います。この二つの能力を支える英語の
基礎力も、みなさんの今の状態よりも向上するように、こちら
も努めます。なお、１回の授業、90分の中で、教材から発展す
るような形で、英語圏の動画による英語の聞き取り、読み取り
なども行いたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のリスニング力が現在よりも向上すること(技能)

英語のリーディング力が現在よりも向上すること（内容把握時
間のスピードアップ）(技能)

英語の基本構造に関する理解を深めること(知識・理解)

英語圏で作られた映像を鑑賞し、異文化を理解すること。(知
識・理解)

積極的に授業に参加すること（宿題、ペア練習等）(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

宿題は毎回、課しますし、その答え合わせを次の授業の初めに
行います。あいている時間をうまく活用して（お昼からの授業
だったら、昼休み早めに教室に来てやるなど）、取り組んでく
ださい。授業中、配るプリントにやるべき宿題を用意していま
す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

上記、各到達目標の達成度を評価すべく、基本的には以下の通
りです。

①授業中の作業30パーセント、②定期試験70パーセントです。

授業の進行具合によってはこの割合は多少、変更する場合もあ
ります。その際は、授業にてしっかりとお伝えします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  Power-Up Practice for the TOEIC Listening and Reading
Test
[Author] Kazumichi Enokida ほか
[Publisher]　英宝社
[ISBN] 978-4269660526

◎－－－　参考書　－－－◎

授業が始まってから、必要が生じたときには授業中に紹介
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・予習（復習）をしっかり行い、辞書を毎回、必ず持参し
てください（電子辞書でも構いません）。
・音声教材は各自、ダウンロードできる形式の教科書で
す。
・携帯、スマートフォン等、授業中は完全にオフにしてく
ださい。そして何よりも「無駄な」私語を慎んでくださ
い。他の受講生のかたに迷惑を絶対にかけてはいけませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

教科書に沿って、以下のように毎回１章のペースで進めた
いと思います。以下、教科書の毎回異なる「トピック」を
記します。

第1回　授業のイントロダクション、
就職活動
第2回　食事
第3回　会議
第4回　旅行 (1)
第5回　エンターテインメント (1)
第6回　オフィス
第7回　買い物
第8回　復習
第9回　エンターテインメント (2)
第10回　プレイスメントテスト
第11回　技術
第12回　健康
第13回　経営企画（* 教科書では15章）
第14回　旅行 (2)
第15回　総まとめ



2019-SJ00009612-A5インターミディエイト・イングリッシュⅡ「P ESP-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

田中　公介

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題を解く上で必要となる基本的な英語リスニ
ング力とリーディング力を、TOEIC実践問題テキストを用いて
養成します。定期的にGrammar Practiceのプリント教材を実施
して、単語力や文法力も身に付けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテスト実践問題を通して様々な英語表現を習得し、英語
運用能力の全般的な向上を図る。(知識・理解)

各自がTOEICの目標スコアを設定し（目安として990点満点中
600点以上）、その達成を目指す。(技能)

TOEICテスト受験への積極的な動機づけを得る。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回テキスト中の指定個所を予習して授業に臨んでください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

　・平常点：40％（学習状況、学習態度）
　・定期試験：60％（TOEICテストのリスニング及びリーディ
ング能力）

※ 欠席は3点、15分以上の遅刻は2点、15分以内の遅刻は1点、
それぞれ上記の「平常点」から減点します（正当な理由がある
場合は減点しません。後日教員本人に届出を出してその旨を説
明してください。）。また、学習態度が悪い場合、居眠りが目
立つ場合、テキストを持参して授業に臨まなかった場合も、そ
の都度「平常点」から減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] The TOEIC Test Trainer Target 650
[Author(s)] 山口昌彦／松浦浩子／Michael Howard Maesaka
[Publisher] センゲージ ラーニング株式会社
[ISBN] 978-4-86312-274-1
[Comments] テキスト価格2,160円（税込）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ずテキストを購入した上で臨んでください。
・基本的に授業中に扱う問題は学生を指名して答えてもら
います。

※「成績評価基準」の箇所でも書きましたが、これらの点
で問題がある場合はその都度「平常点」から減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション、Pre-Test（TOEICリーディング・リ
スニング）、Grammar Practice(1)（文法ドリル）
2.提案－時制1（TOEICリーディング・リスニング）
3.確認－時制2（TOEICリーディング・リスニング）
4.会話を始める―助動詞（TOEICリーディング・リスニン
グ）
5.ニュース報道―フレーズリーディング（TOEICリーディ
ング・リスニング）
6.義務―代名詞（TOEICリーディング・リスニング）
7.理由―前置詞（TOEICリーディング・リスニング）
8.苦情―接続詞（TOEICリーディング・リスニング）
9.交通情報―スキャニング（TOEICリーディング・リスニ
ング）
10.プレイスメント・テスト
11.Yes/Noで答える質問―関係詞（TOEICリーディング・
リスニング）
12.意見―分詞構文（TOEICリーディング・リスニング）
13.意見の一致・不一致―仮定法（TOEICリーディング・リ
スニング）
14.会議―スキミング（TOEICリーディング・リスニング）
15.Post-Test（TOEICリーディング・リスニング）、
Grammar Practice(3)（文法ドリル）



2019-SJ00009612-A6インターミディエイト・イングリッシュⅡ「P C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

リーディング、リスニング、文法の力を付けて英語力を伸ばす
ことを目指して、練習問題を解いていきます。１回の授業では
２ユニットを基本として学習を進めていき、自宅学習としてさ
らに２ユニットを学習します。単に、問題をこなすだけではな
く、知らなかった単語や表現、文法事項をノートに書き出して
いくことで、学んだことを定着させていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文法の基本と重要な英語表現を身につけている(知識・理
解)

②ある程度以上のスピードで正確に英語を読むことができる
(技能)

③ナチュラルスピードの英語を聞き取ることができる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

復習として、各回で指示する２ユニットずつの学習を行い（６
０分）、知らなかった表現や文法事項をノートにまとめていく
（３０分）など、計画的に学習を進めてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

指定された課題：40％（到達目標の①～③をはかるオンライン
教材の学習状況により評価）
小テスト及び学習ノート：10％（主に①を基準として評価）
最終テスト：50％（到達目標①～③に基づき評価）
　（定期試験期間中の試験は実施しません。よって再試験も実
施しません。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]Really English
[ISBN]インターネット教材のためISBNはない。
[Comments]5000円程度。前期、後期ともに同じ教材を用い
る。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

期日までに課題を行ったり、学習ノートを提出するように
してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回の授業では以下のように学習を進めていきます。

１　文法課題
２　リーディング課題
３　リスニング課題
４　文法課題
５　リーディング課題
６　リスニング課題
７　文法課題
８　リーディング課題
９　リスニング課題
１０　プレイスメント・テスト
１１　文法課題
１２　リーディング課題
１３　リスニング課題
１４　試験
１５　まとめ



2019-SJ00009613-98インターミディエイト・イングリッシュⅢ「P R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

ハラン，トーマス

◎－－－　概要　－－－◎

Each lesson will aim to improve learners’ reading skills and to
develop their ability to understand the main idea of articles. After
each unit, there will be a 10 point quiz.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The goal of this course is to develop students’ reading and writing
skills and to increase essential English vocabulary for reading
comprehension. (技能)

Students also will develop the ability to write short summaries of
articles in English.(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students will read short articles from the text and complete
vocabulary exercises for homework.
Students should spend at least one hour on homework each week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly Quizzes 80%
Final Exam 20%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Reading Explorer Foundations
[Author(s)]Becky Chase & David Bohlke
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-1-305-25450-3
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Do not be late for class

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Aliens + Reading Comprehension
Week 2: The Lost City of Atlantis + reading comprehension
Week 3: The History of Pizza + reading comprehension
Week 4: Training Grizzlies + reading Comprehension
Week 5: Titanic + reading comprehension
Week 6: The Treasure Ship + reading comprehension
Week 7: At the Scene of a Crime + reading comprehension
Week 8: The Disease Detective + reading comprehension
Week 9: The Polar Pioneer + reading comprehension
Week 10: The Meaning of Dreams + reading comprehension
Week 11: Seeing the Impossible + reading comprehension
Week 12: A Penguin Family: + reading comprehension
Week 13: Do Animals Laugh? + reading comprehension
Week 14:  The Robots are Coming. + reading comprehension
Week 15: How Will We Live in the Future + reading
comprehension



2019-SJ00009613-99インターミディエイト・イングリッシュⅢ「P R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

上村　隆一

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、「英語を学ぶ」段階から「英語で学ぶ」段階へ移行
する手段として、薬学部学生向けに特化した内容（文部科学省薬学教
育モデル・コアカリキュラム改訂版準拠）の教科書を使い、薬学分野
で必要とされる英語4技能（特にReading, Writing）のスキルアップをめ
ざします。
　各単元ごとの教材構成および学習順序については、以下の通りで
す。
(1) READING:　550-600語程度の英文記事、学術雑誌等の論文抜粋で、
トピックは多岐にわたる。一般的な大学英語テキストと異なり、医薬
系の専門用語が相当多数含まれているので、オンライン辞書、ネット
検索などを適宜併用する必要がある。
(2) COMPREHENSION QUESTIONS:　(1)の読解教材本文の内容につい
て、正誤判定、空所補充、英問英答など多様な形式の理解度チェック
問題に取り組む。
(3) PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY:　薬学分野の専門語彙を基礎
的なレベルからやや応用的なレベルまで系統的、段階的に学ぶ。巻末
の医学用語構成要素を合わせて参照することによって、語彙知識がさ
らに拡張可能となる。
(4) GRAMMAR:　医薬系のトピックを扱った英語の例文を使って、文
法知識の再確認を項目毎に行う（和訳、誤文訂正など）。
(5) LISTENING & SPEAKING:　世界各国の薬学教育に関する大学内で
の会話、薬局内での患者と薬剤師の会話を取り上げ、日常的に用いる
口語的表現、テクニカルターム等を耳を通して学び、同時にシャドー
イングにより発音練習を行う。
(6) WRITING:　主として薬理学のトピックを取り扱った日本語の短文
を英訳する練習問題と、(1)のREADING本文関連記事または論文内容全
体についてのコメントを100-150語程度の英文にまとめて発表する。
（原稿を教科書電子版PDFファイルに入力して毎回提出）

◎－－－　到達目標　－－－◎

薬学英語の特徴を基本的な語彙・定型表現および薬学教育コアカリ
キュラム改訂版に準拠した読解教材等によって学習することができる
(知識・理解)

「海外留学・研修」「大学内講義・ゼミ」「薬局内の患者対応」など
状況に応じた会話パターンを習得し、基礎的な英語コミュニケーショ
ンスキルを身につけることができる。(技能)

携帯端末、PCなどを積極的に利用して、ネット上の記事・動画等を閲
覧、検索し、英語で内容を理解できるようになる(技能)

英語を学ぶ」段階から「英語で学ぶ」段階へステップアップするため
の基礎固めができるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書各単元の指定箇所演習問題について、あらかじめスマー
トフォンなどで音声を確認しながら解答しておく。(授業時小テスト準
備を含めて90分)
復習：教科書電子版PDFファイルに授業時の注意事項、練習問題解答を
入力し、さらに授業時発表原稿を適宜加筆修正して提出する。（課題
作成下調べを含めて60-90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

毎授業時施の小テスト（語彙問題と会話リスニング） 20％
計2回のオンライン復習テスト（中間・期末試験相当） 50%
授業時発表内容および授業後提出課題の評価 　　　　　30%

（備考）このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English for Student Pharmacists 2（薬学生のための英
語２）
[Author(s)] 日本薬学英語研究会（編）
[Publisher] 成美堂 (2019)
[ISBN] 978-4-7919-7194-7
[Comments] 冊子体教科書とウェブ教材を併用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本授業はPC教室でCALL形式の演習を行いま す。オンライ
ン課題教材をダウンロードし、授業時のバックアップ書類
を保存してもらうため、容量４GB以上のUSBメモリを毎
回必ず持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　授業ガイダンス、UNIT 1 Patient-Centered
Communication in Pharmacy Practice
第２回　UNIT 2 Thalidomide: Tips for Entertainment Writers
and Producers
第３回　UNIT 3 FIP-WHO Technical Guidelines for Children-
Specific Preparations
第４回　UNIT 4 Dioxins and Their Effects on Human Health
第５回　UNIT 5 Disorders of Amino Acid Metabolism
第６回　UNIT 6 The Body's Second Line of Defence
第７回　UNIT 7 Foodborne Germs and Illness
第８回　復習テスト（１）
第９回　UNIT 8 Radiation Health Effects
第10回  UNIT 9 Parkinson's Disease
第11回  UNIT 10 Rheumatoid Arthritis
第12回  UNIT 11 Heart Disease
第13回  UNIT 12 What Is COPD
第14回  UNIT 13 Diabetes
第15回  復習テスト（２）



2019-SJ00009613-A0インターミディエイト・イングリッシュⅢ「P ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武田　桂依

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは検定対策英語の受験、特に社会的ニーズ性の高
いTOEIC®試験のスコアアップを念頭に、実践的なトレーニン
グと、TOEIC®テストを攻略するための基礎体力を徹底養成す
ることを目的に作成された教材を中心に学習していきます。
TOEIC®の全７パートの出題形式を踏まえたうえで、学生個人
に必要なもの(語彙、文法、出題される状況の背景など)を把握
し、弱点を補いながら、学期を通して、TOEIC®の新形式対応
した教材(準中級編　目標スコア450̃500)使って指導していきま
す。
また、学期内で2度のユニットテストを実施することで、学生
の授業内容の把握度を確認していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC®の英語の速度やリズムに慣れ、また、４つの異なる話
者のアクセントを聞き取ることができるようになること。(技
能)

各パーツの出題形式を理解し、対応できようになること。ま
た、英文を正確かつ早く理解できるように、速読力を身に付け
ること。(技能)

英文を読む力を伸ばすのに必要な語彙をテーマごとに増加する
こと。(知識・理解)

クラスを通してTOEIC®の攻略方法をしっかりと身につけ、学
生個人が自主的に学習に取り組むことができるようになるこ
と。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の週で学習するUnitの単語を調べ、リスニングとスク
リプト補充問題を事前に解いてくること。
復習：学習したUnitを見直し、特に自分が間違った問題を再度
やり直すことなどの自主的学習をする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
＊平常点：30％（学習状況、復習テスト、課題提出など）
＊ユニットテスト(1)35％ (英語の聞き取り力、語彙や読解の理
解度)
＊ユニットテスト(2)35％ (英語の聞き取り力、語彙や読解の理
解度)

このクラスでは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Score Booster For The TOEIC® L&R Test Pre-
Intermediate
[Author(s)]Yumiko Mizoguchi, Machiko Ya
nagita
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764740891
[Comments]2019年版　テキスト価額￥2.000(税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*毎回、前の週の復習テストがあるので、必ず前回の学習
した内容を復習してくること。
*毎回、必ず辞書持参で授業に出席すること。
*課題が与えられた場合は次の週に課題を提出すること。
*欠席が度重なると、単位取得が難しくなる場合があるた
め、欠席する場合は必ず事前に報告すること。
*理由なしの欠席、遅刻によるテストの実施はしません。
*必ずしもシラバス通りに進まない場合があります。
*質問や連絡事項は必ず　kayeish@icloud.com　までメール
をするようにお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introduction：受講上の注意、進み方、課題や評価方法な
どの説明。TOEIC® L&R のプレスメント・テストを実施
します。(２回以降は、下記の通りテキストに沿って各
テーマについて学習します。)
2. Unit 1: Travel (学習内容：旅行関連の語句や表現、名詞)
3. Unit 2: Dining Out
(学習内容：食事、料理関連の語句や表現、形容詞)
4. Unit 4: Entertainment (学習内容：エンターテインメント
関連の語彙や会話、時制)
5. Unit 5: Purchasing (学習内容：買い物に関する語句や表
現、動詞)
6. Unit 6: Clients (学習内容：顧客取引に関連する語句や表
現、能動態/受動態)
7.　Unit 7: Recruiting (学習内容：求人採用に関連する語句
や表現、動名詞/不定詞)
8. ユニットテスト (1)
9.　Unit 8: Personal (学習内容：人事に関連する語句や表
現、代名詞)
10.　Unit 9: Advertising (学習内容：広告や宣伝に関連する
語句や表現、比較級)
11.　Unit 10: Meetings (学習内容：会議に関連する語句や表
現、前置詞)
12. Unit 11: Finances (学習内容：予算と費用に関連する語句
や表現、接続詞)
13. Unit 12: Offices (学習内容：オフィスに関連する語句や
表現、前置詞/接続詞)
14. Unit 14: Sales & Marketing (学習内容：営業、販売促進に
関連する語句や表現、語彙の結びつき)
15 ユニットテスト(2)



2019-SJ00009613-A1インターミディエイト・イングリッシュⅢ「P ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

西村　恵

◎－－－　概要　－－－◎

社会的ニーズの高いTOEICテストの受験を念頭に、主にリスニ
ングとリーディングの実践的なトレーニングを中心に行いま
す。毎回TOEICテストの形式に沿ったテキストのリスニング問
題・リーディング問題を練習することで、テスト形式に慣れ、
受験のテクニックだけでなく、語彙や英文法も含めた総合的な
英語力を強化します。また、テキスト付属のテストや、実際の
TOEICテストの練習問題なども用いて実践練習も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテストの問題形式に慣れ、その解法のポイントを習得す
る(知識・理解)

TOEICテストのスコアアップのみならず、英語でのコミュニ
ケーションに必要な総合的な英語力の向上を目指す(知識・理
解)

リスニング・リーディングの両セクションにおいては、問われ
ている内容に対する答えを見つける練習を行い、英語だけで文
を理解できるようになることを目指す(技能)

文法のパートでは、これまでに学習した文法事項を確実に定着
させ、より正確な文法を身に着けることを目指す(技能)

TOEICテストに対する理解を深め、その受験へ向けて準備を行
う(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：
予習用単語プリントの問題を解く

復習：前回間違えた問題を中心に復習

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業点：40％
（授業中の発表内容等、演習問題の正答率、小テスト等の点
数、演習問題の解答・正解（数）やノートをきちんと取ってい
るかを総合的に判断する）
※授業に関係の無いこと（私語、携帯電話の操作など）を行っ
ていた場合、授業点から減点します

・リスニング・テスト：10％
（授業中に学習したTOELCテストのリスニング・セクションの
解き方を復習し、TOEICテスト形式のリスニング問題を正確に
解答できるかを評価の基準とする）

・定期試験：50％
（授業中に学習した内容を中心に、TOEICテストのリーディン
グ・セクションに関する問題を正確に解答できるかを評価の基
準とする）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Level-up Trainer for the TOEIC® TEST, Revised Edition
[Author(s)] Ayako Yokogawa, Tony Cook
[Publisher]センゲージ・ラーニング
[ISBN]978-4-86312-294-9
[Comments]テキスト価格￥2,000（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業で、授業中に配布するプリントの演習問題の
点数、授業中に行う小テストの点数、発表点などが授業点
の中に加算されます。よって、授業を欠席するとそれらを
含む授業点（毎回の練習プリント、小テスト、課題、発表
など）の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合
があります。
・毎回、辞書を持参すること。
・スマートフォンを辞書として使用することは許可しませ
ん。必ず（電子）辞書を準備すること。
・テキストを必ず購入すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：授業の進め方と出欠評価などにつ
いての説明を受けます。
（2回～14回は、下記の通りテキストに沿って各テーマを
学習します。）

2.Unit 1　テスト形式を知る
3.Unit 2　基本戦略①
4.Unit 3　基本戦略②
5.Unit 4　英文の基本構造を見抜く
6.練習問題
7.Unit 5　解答根拠の登場順
8.Unit 6　正解の言い換えパターンを知る
9.Unit 7　機能疑問文を聞き取る
10.練習問題
11.Unit 8　動詞の時制を見極める
12.Unit 9  接続詞 vs 前置詞
13.練習問題
14.Post-test
15.リスニング・テスト、まとめ



2019-SJ00009613-A2インターミディエイト・イングリッシュⅢ「P ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

近年、最も社会的なニーズが高いTOEIC（Listening &
Reading）に関するテキストを使いながら、TOEIC力と英語力
の向上をはかります。教科書にある「基本戦略」を基に、基礎
から中上級レベルへと上がっていき、最終的には600点前後の
スコアが取れることを目指していきます。授業では実際にテキ
ストの問題を解き、その後、解答と解説を加えます。解説では
単に正誤を確認するだけでなく、TOEICに特徴的なポイントに
ついても触れ、補足資料（スクリプトや練習問題）を使ってさ
らなるスコアアップにつなげていきます。毎回、授業の冒頭で
前回の復習小テストを行い、学習したことを確実に身につけま
す。またリスニング試験を２度実施して、リスニング力をつけ
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの英語を正確に聞き、600点に達することができる。
(技能)

②TOEICの英語を正確に読み、600点に達することができる。
(技能)

③TOEICの構成や頻出問題を理解し、600点に達することがで
きる。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitの攻略ポイント（Skills）を読ん
で、学習内容を把握しておく。（２）配布されたプリントの問
題を解いておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）学習したUnitのリスニングパートを使ってシャドー
イングやディクテーションを行う。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標④）
・復習小テスト：30%（到達目標①②③④）
・リスニング試験：25%（到達目標①③）
・定期試験：30%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Level-up Trainer for the TOEIC TEST, Revised Edition
[Author(s)]Ayako Yokogawa, Tony Cook
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-4-86312-294-9
[Comments]テキスト価格 2,000円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 テスト形式を知る
３．Unit 2 基本戦略①
４．Unit 3 基本戦略②
５．Unit 4 英文の基本構造を見抜く
６．Unit 5 解答根拠の登場順
７．Unit 6 正解の言い換えパターンを知る
８．リスニング試験１
９．Unit 7 機能疑問文を聞き取る
１０．Unit 8　動詞の時制を見極める
１１．Unit 9　接続詞 vs. 前置詞
１２．Unit 10 複数パッセージの攻略
１３．Unit 11 接続副詞に強くなる
１４．Unit 12 NOT型設問のコツ
１５．リスニング試験２



2019-SJ00009613-A3インターミディエイト・イングリッシュⅢ「P C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will review basic English grammar, with the goal of using it for
speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will
be vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参
加できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事
ができるようになります。(技能)

3. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

4. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英
語の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

5. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理
解します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes). Students must have a dictionary or
dictionary application and must use it during class. A word list will be
published on the teacher’s website. Vocabulary knowledge will be tested a
number of times during the course. Students should look ahead at the coming
week’s textbook chapter to check for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

Participation: 60% (到達目標1, 2, 4, 5)
Vocabulary building: 30% (到達目標 3)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 4, 5)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Silence and the use of Nihongo will mean
students will receive low scores for participation.

There are no points for attendance. However, students who are absent too
often will see their participation score go down, and will be very unlikely to
achieve a passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

Students who don’t communicate in English, interact in English, or
participate in using English will receive very low participation points and
may not achieve a passing score.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Fifty-Fifty Book One
[Author(s)] Wilson and Barnard
[Publisher] Pearson Longman
[ISBN] 9789620056659
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Groups and group work. Unit 1 “Can You Speak English?”
Talking about abilities. Participation scoring will begin.
3- Unit 2 “That’s Personal” Talking about each other.
4- Vocabulary Building. Memory strategies and vocabulary-
learning strategies.
5- Unit 3 “Time to Learn”. Talking about times and dates.
Vocabulary List 1 will be published.
6- Unit 4 “Day to Day” Talking about your daily routine.
Vocabulary Test 1
7- Unit 6 “Where Does it Go?” Discussing locations and
movement.
8- Unit 7 “It’s That Way” Giving and understanding
directions. Vocabulary List 2 will be published.
9- Unit 8 “All Dressed Up” Describing people’s appearance.
Vocabulary Test 2
10- Unit 9 “Family Portrait” Discussing family members and
relations.
11- Unit 11 “Like It Or Not” Discussing likes and dislikes.
Vocabulary List 3 will be published.
12- Unit 12 “About Tomorrow” Discussing the future.
Vocabulary Test 3.
13- Unit 13 “About Yesterday” Discussing the past.
14- Unit 14 “Let’s Eat Out”. Language for going to a
restaurant. Vocabulary List 4 will be published.
15- Unit 15 “Say That Again: Review and consolidation”.
Vocabulary Test 4.



2019-SJ00009614-98インターミディエイト・イングリッシュⅣ「P R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　使用テキストは、アメリカのオンライン科学雑誌Science
Nowから選んだ記事です。
　聴きとり問題、正誤問題、文法問題を含めての問題を解き、
読んだり、聴いたりしているうちに、必ず力がつくはずです。
テキストには英語の質問や、注釈がたっぷりついています。
　毎回、英語で小テストをします。ディクテーションが中心に
なります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語四技能のうち、読解力ならびにリスニング能力を身に着け
る。(技能)

積極的に授業に参加すること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、授業範囲を事前に目を通しておくこと。また、
復習としては、効率よく身につけるためにも、授業で習った内
容をできるだけその日のうちに目をとおすこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加態度、小テストなど平常点　50%
定期試験　50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Science Explorer
[Author(s)]Yoshinobu Nozaki, etc.
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17757-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎回ひとつずつunitをこなします。
1.Self-cleaning clothes
2.Wet-dog physics
3.Hot technology
4.Elephant songs
5.Origin of Mummies
6.Tracing a gem's origins
7.Costs of missing sleep
8.Lasers of a feather
9.Paralyzed rats
10.placement test
11.Threatened coral
12.Mamals feel the heat
13.Sugar-pill medicines
14.Food web
15.まとめ



2019-SJ00009614-99インターミディエイト・イングリッシュⅣ「P R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、映像教材を使って日常的な会話で用いられる
語彙や表現などを学びます。また、高校までに習った英文法
が、実際の会話の中でどのように用いられているか確認するこ
とで、より実践的な英語力の習得を目指します。
　The Devil Wears Pradaは、大学を卒業したばかりの女性が、
希望とは違う職場環境の中で葛藤を抱えつつも成長し、自分ら
しい生き方を見つけていく物語です。作中の英語は一切教材用
に加工されていないので、学校英語では習わない単語や口語表
現も多く、最初は戸惑うかもしれません。しかし、テキストに
収録されているスクリプトを毎週丁寧に読み、その後で映画を
字幕なしで見ることを繰り返すことで、語彙や表現力が着実に
身についていくはずです。また、毎週の授業の後半ではその週
の場面に出てきた表現を応用した、ライティング活動を行って
いきます。相互に関連したインプットとアウトプットを行なう
ことで、総合的な英語力の向上を目指しましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各章のスクリプトに出てくる英語の語彙、熟語、表現を学ぶ
(知識・理解)

映画の中に出てきた表現を応用してアウトプットができるよう
になる(技能)

英語を逐一日本語訳して理解することにこだわらず、原語の
ニュアンスに注意しながら映画を英語字幕や字幕なしで鑑賞す
る姿勢を育む(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
テキストの巻末にある各ユニットのスクリプトを丁寧に読んで
くる（40分）
各ユニットの"Vocabulary Checkup"と "Useful Expressions"、
"Grammar in Focus" の問題を解く（20分）

【復習】
各ユニットの"Expansion" の問題を見直し、口頭でも言えるよ
うに練習する（15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：20%
-予習状況、受講態度等を含みます

中間テスト：30%
-Unit 1-Unit 5を範囲とし、第7週目に実施します

定期試験：50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author(s)] Aline Brosh McKenna
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-712-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください。ただし、授業中は
スマートフォンの利用は許可しませんので、スマートフォ
ンを辞書代わりに使うことはできません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Unit 1: Job Interview
3. Unit 2: First Day on the Job
4. Unit 3: Hurricane on the Weekend
5. Unit 4: Andy's Makeover
6. Unit 5: Andy Meets Christian
7. 中間テスト
8. Unit 6: Miranda's Request
9. Unit 7: Nate's Birthday
10. Unit 8: Andy's Decision
11. Unit 9: Breakup with Nate
12. Unit 10: The Dream Job
13. Unit 11: Announcement at the Party
14. Unit 12: Andy's Final Choice
15. まとめ



2019-SJ00009614-A0インターミディエイト・イングリッシュⅣ「P ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

上野　文

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語資格検定試験のうち、特に社
会的ニーズが特に高いと思われるTOEIC L&R TESTの受験を念
頭に、実践的なトレーニングを中心とした授業を行います。
テーマ毎に構成された問題を数多く解答することで、テスト形
式に慣れるだけではなく、基礎的な英語力の向上も目指しま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC受験に対応できる語彙をより多く身に付ける(知識・
理解)

②TOEIC形式のリスニング問題に慣れ、英語をより正確に聞き
取ることができる。(技能)

③TOEIC形式のリーディング問題に慣れ、英文を素早く読んで
解答することができる。(技能)

④音読や書き取りの練習を通して基礎的な英語力を定着させ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　「次回の授業で扱うUnitの文法及びリーディング問題を
あらかじめ解いておくこと。」（40分）

復習　「授業で新しく学習した単語を覚える、文法事項の復
習。」（40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：10％（到達目標①②③④）
　学習態度、発表の仕方などを総合的に評価します。

復習小テスト：30％（到達目標①②）
　授業で扱った語彙の復習テスト、TOEIC形式のリスニングテ
ストを行います。
　　　
定期試験：60％（到達目標①③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]MASTERY DRILLES FOR THE TOEIC L&R TEST All
in One Advanced
[Author(s)]Koji Hayakawa
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]9784342550225
[Comments]テキスト価格￥1,850（＋税）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業にはテキストを購入の上、出席すること。
授業には必ず以下のものを持参すること。
①テキスト
②辞書（電子辞書可）
③筆記用具

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション、Pre-Test

２．Unit01 人物の動作表現、品詞・代名詞

３．Unit02 疑問詞で始まる疑問文、態・分詞
　　単語テスト①

４．Unit03 店、ホテルでの会話、
          読解の基礎を身につける

５．Unit04 留守番電話、詳細情報を特定する

６．Unit05 物に関する描写、
          話の展開を読み取る
　　単語テスト②

７．Unit06 Yes/No疑問文・選択疑問文、
          接続詞・前置詞

８．Unit07 日常生活における会話、
          内容把握に挑戦する

９．Unit08 アナウンス・宣伝、語彙問題
　　単語テスト③

１０．Unit09 ステートメント・付加疑問文
            時制・代名詞・語彙

１１．Unit10 オフィスでの会話①、
            マルチプルパッセージ

１２．Unit11 トーク、Part5形式問題の復習

１３．Unit12 オフィスでの会話②、
            つなぎ語・文選択

１４．Unit13 ニュース・ラジオ放送、
            マルチプルパッセージ
　　　リスニングテスト

１５．後期の復習



2019-SJ00009614-A1インターミディエイト・イングリッシュⅣ「P ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

熊本　千明

◎－－－　概要　－－－◎

実際のTOEIC形式の問題を解くことによって、自分の弱点を克
服するための効果的な訓練を行う。ディクテーションも取り入
れ、重要な単語、表現を確実に身につける。また、音読によ
り、長い文章を流れに沿って理解できる力をつける。一回の授
業で一課進むことを目標とするが、理解度を確認しながら、進
度を調節する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

広範な語彙を習得し、読解力、聴解力を増強する。(知識・理
解)

TOEIC の問題形式に慣れ、目標のスコアに近づくことを目指
す。(技能)

積極的に授業に参加しコミュニケーションを行う。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　時間を限って、各Unit の練習問題を解き、そのあと、分
からない単語を調べておくこと。 (45分)
復習　正解をもう一度確認し、何度も英文を声に出して読むこ
と。単語の発音を確認すること。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価する。
学習状況 (テキストを持参した上での授業への積極的な参加、
予習） 30%、聞き取り小テスト 10%、定期試験60% を目安とし
た、総合的な評価。

欠席が度重なると、学習状況の評価ができないので、単位取得
が難しくなる場合がある。欠席する毎に、学習状況の配分点を
減点する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　TOEIC L & R Test: On Target　Book 1
[Author(s)]　大賀リヱ, William J. Benfield, Ann N. Gleason
他.
[Publisher]　南雲堂
[ISBN]　978-4-523-17841-5 C0082
[Comments]　2018年発行　価格2100円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ずテキストと辞書を持ってくること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Introducton 学習方法、評価方法等の説明を行う。
2.Going overseas に関する語彙、文を理解し、運用する。
3.Going shopping に関する語彙、文を理解し、運用する。
4. Food and healthに関する語彙、文を理解し、運用する。
5. Sports and games に関する語彙、文を理解し、運用す
る。
6.Directions and transportation に関する語彙、文を理解し、
運用する。
7.Review test 1 を実施する。
8. Review test 1 の解説を行う。
9.Sales campaign　に関する語彙、文を理解し、運用する。
10.Employment に関する語彙、文を理解し、運用する。
11.Communications に関する語彙、文を理解し、運用す
る。
12.Ecology に関する語彙、文を理解し、運用する。
13.Troubleshooting に関する語彙、文を理解し、運用する。
14.Review test 2 を実施する。
15.聞き取りの小テストとまとめを行う。



2019-SJ00009614-A2インターミディエイト・イングリッシュⅣ「P ESP-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

谷口　雅基

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)などの検定試験対策を中心とした
総合的英語運用力の向上、日本人が苦手とする部分を克服するこ
と、また英語の自学自習法を身につけることを目的とする。現在の
個々人の英語力には差があることを考慮し、また最近の経済情勢を
も考慮し、前もって決まった一つの教科書を選択し購入する必要は
ない。毎回の授業において、日本人の英語学習法における弱点に関
する講義に加え、受講生の興味関心に沿った内容の教材を、TOEIC,
TOEFL, IELTS, STEPのウェブサイトから、学生自身および教師が選
択し、それをもとに、「聴く、話す、読む、書く」英語力、特に検
定試験対策力を培っていく。したがって、一つの教材に沿って進め
るのではなく、毎回異なった教材および内容にもとづいて英語の総
合力の向上を図る。現在の日本には、英語を学ぶための材料はあら
ゆるところにころがっている。検定試験のウェブサイトのみなら
ず、BBCやVOAの英語学習ウェブサイト、映画、テレビ、ラジオ、
新聞、雑誌、本、宣伝、看板、人の話などなど。外国語を身につけ
ようとする人は、常に学ぶ材料をキャッチできる鋭敏なアンテナを
立てていただきたい。そういう日ごろの材料集めと練習をとおし
て、将来にわたって成長する力を養っていただきたい。したがっ
て、この授業の目的は、上述の通り、TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP検
定試験対策を中心とした総合英語運用能力、日本人が苦手とする部
分を克服すること、そして卒業後もひとりひとりが自学自習によっ
て向上し続けることができるよう英語独学法を身につけることであ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種英語検定試験対策能力を身に付ける。(技能)

英語で考え、英語を聴いて、英語で理解する能力を身に付ける。(技
能)

口頭で、自分の考えを英語で表現する能力を身に付ける。(技能)

英文を読み、直接英語で理解する能力を身に付ける｡(技能)

英文を読み、適切な日本語に翻訳する能力を身に付ける｡(技能)

文章で、自分の考えを英語で表現する能力を身に付ける。(技能)

英文の文法構造、発音、イディオムなどの表現について知識を深め
る。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこと
ができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各学生は、自分が担当する英文を、TOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英
検)の英語学習ウェブサイトから、自分の英語力のレベルに相当する
一部を選択し、自分の発表日の１週間前までに、教員へメールで送
る。学生は、自分が選択したテスト問題を解答し、発表する。授業
では、教員が詳細を解説し、クラス全員で、学習する。  （30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

学生自身が選択し準備した課題英文の発表（３０点）
定期試験（７０点）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テキストは使用しません。TOEIC, TOEFL, IELTS,
STEPのウェブサイトを活用します。
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

TOEIC: http://www.iibc-global.org/toeic.html
TOEFL: https://www.ets.org/jp/toefl
IELTS: https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts/prepare/free-
practice
STEP(英検): http://www.eiken.or.jp/eiken/exam/
BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
VOA Special English: http://www.manythings.org/voa/scripts/
他適宜、授業で紹介します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の目的、進め方の説明。教師と学生の自己紹介。宿題
の説明。
2.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、英語の語法。
3.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の文構造の比
較。
4.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の慣用表現の比
較。
5.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の文化的表現の
比較。
6.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、日英の論理的表現の
比較。
7.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、イントネーションに
焦点をおいた英語聴き取り法。
8.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、リズムに焦点をおい
た英語聴き取り法。
9.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、母音、子音に焦点を
おいた英語聴き取り法。
10.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、母音、子音に焦点を
おいた英語聴き取り法。
11.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、音変化に焦点をおい
た英語聴き取り法。
12.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、音省略に焦点をおい
た英語聴き取り法。
13.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、映画英語の聴き取り
練習。
14.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習および全般的英語学習法、英語独学法。
15.学生が選んだTOEIC, TOEFL, IELTS, STEP(英検)のテスト
問題の学習法のまとめ。



2019-SJ00009614-A3インターミディエイト・イングリッシュⅣ「P C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マキネス，スコット

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their English listening and
speaking skills.

One unit from the textbook will be studied every week.

Every week students will focus on one topic from the textbook. In
small groups, students will read and practice various simple English
conversations with each other. Students will then be encouraged to
expand the conversations into more detail, and if possible shift the
conversation into other related areas.

Homework will consist mainly of learning new vocabulary words, and
using them effectively in a variety of situations. Homework will be
checked often.　

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will improve their English communication skills.(技能)

Students will gain more confidence in using English in everyday
situations.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete the assigned homework each week, and
review the upcoming units in the textbook before class.
This should only take between 30 minutes to an hour every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

Participation ‒ 60%
In-class Quizzes ‒ 20%
Final Test ‒ 20%

There will be a mini-quiz at the beginning of every other class. Each
quiz will include previously learned vocabulary and idioms.
Completing all of the assignments, as well as regularly attending class
will be necessary to do well on the quizzes.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]1.Passport Plus 2.A Shorter Course in Everyday
Vocabulary Quizzes
[Author(s)]　1.Buckingham, A./Whitney, N. 2. Sato, S.
[Publisher] 1.Oxford　2. Nan'undo
[ISBN]1.978-0-19-457397-9 2.978-4-52-317668-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary, clear file, B5
notebook, and writing materials to every class. Students must not
forget these items, sleep in class, or be more than ten minutes
late. Students should email the teacher if they will be absent two
or more times.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. People
3. Friendship/quiz
4. Education
5. Food
6. Fun/homework check/quiz
7. Home
8. Weather
9. Health/quiz
10. Cities
11. Milestones
12. Overseas/homework check/quiz
13. Communicating Effectively
14. Overcoming Problems/quiz
15. Final Test
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松尾　キャサリン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their reading and listening skills.
Students will improve their reading by practicing specific reading skills
such as skimming and scanning texts. Skimming and scanning are skills
for getting information quickly. Students will then read longer texts for
different purposes, which will be to understand content and to understand
opinions in a text. Students will develop their knowledge of the world
and their English vocabulary by reading about current events in the
news. For the listening part of the course, students will learn how to
listen for detail and how to listen to understand important points in a text.
Students will regularly do dictation exercises where they write down
what the teacher says; this will help students develop their listening and
their grammar. Students will also listen to the teacher explaining about a
current event to check their listening skills and review their knowledge.
The teacher will make notes of the vocabulary and phrases that occur in
lessons and make handouts that she will print out and give to students
during the semester. Students must review and show that they have
knowledge of the content of these handouts after receiving the handout.
Every week, class will begin with a review of the previous lesson(s) so
students must review course content each and every week. Your
performances in this review during the semester will account for 20% of
the grade.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①Students will develop knowledge about the world and current events.
(知識・理解)

②Students will know vocabulary both when they read words and when
they hear words. Students will be able to use the vocabulary to make
questions.(技能)

③Students will be able to understand the main point(s) in a text.(態度・
志向性)

④Students will be able to understand the difference between fact and
opinion in a text.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Every lesson will begin with a review of the content studied in previous
lessons. Students must study the notes they write in class and also the
teacher’s handouts to review course content. Students should show that
they understand the content of the previous lessons. Students will show
their understanding by talking about previous topics, and asking
questions to fellow students about topics. Students are expected to spend
2 hours per week of review outside class time. Student performance in
weekly review will account for 20% of the course grade.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。
・Performance in weekly review: 20%
・Mid-term listening test/中間テスト: 10%
・Second listening test: 20%
・Performance on in-class tests at the end of term: 50%
※There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
※ There is no textbook for this course.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course
because the teacher cannot evaluate their homework, or their efforts in
class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

「なし」 The teacher will provide teaching materials.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small groups for checking your knowledge
and understanding; complete homework, and come to all (or
almost all) lessons.
※Students must bring a dictionary to each lesson.
※　Students must NOT use mobile phones or smartphones in
class unless asked to do so to find information.
※ There is no textbook for this course.
※Attendance and enthusiastic participation are vital to success
in this course, since each week builds upon the work of the
previous week.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation. Dictation; Skimming and scanning. Text 1.
2. Dictation; Text 2.
3. Dictation; Text 3.　Listening activity using the class texts.　
4. Skimming, scanning, reading aloud. Listening activity using
class texts.
5. Text 4.　Making questions about the text.
6. Review; mid-term/中間　listening test.
7. Text 5.　Dictation and other listening activity.
8. Text 6.　Dictation and other listening activity.
9. Text 7.
10. Reviewing previous texts; reinforcing our knowledge of
vocabulary
11. Review; second listening test.
12. Texts 9 and 10.
13. Review
14. In-class reading test.
15. In-class reading test.
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

岡裏　浩美

◎－－－　概要　－－－◎

英語の４技能のうち、リーディングとリスニングの力を養う授
業です。

アニメや、ゆるキャラ、和食の習慣といった、日本ならではの
トピックスと共に、アメリカの自由の女神像やハワイ観光、イ
ンドのタージマハルや、カナダの現代サーカス（シルク・
ドゥ・ソレイユ）といった、様々な国のトピックスを扱った英
文を読むことで、内容を理解し、必要な情報を素早く見つけ出
す英文読解のトレーニングと、リスニング（内容の大意把握や
重要語句の聞き取り）のトレーニングをします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国内外の文化や歴史、社会や慣習に関する様々な内容の英文を
読み解くことができる。(技能)

国内外の文化や歴史、社会や慣習に関する様々な内容の英文の
大意を聞き取ることができる。(技能)

重要な語彙や英文法の知識を身につける。(知識・理解)

異文化を理解する国際的な視野を身につける。(知識・理解)

課題やリスニングテストを通じて、自律的かつ積極的に英語学
習に取り組むことが出来る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
授業は予習を前提に進めます。毎回、必ず次の授業で扱うUnit
の英文に目を通し、知らない単語を辞書で調べておいてくださ
い。
また、授業で毎回、指定される宿題（課題）にもきちんと取り
組んで下さい。

【復習】
授業で配布するハンドアウトや、重要箇所をメモしたノート等
を参考に、再度英文を読み直し、内容を理解できるようにして
下さい。また、英文の音源をダウンロードして、聞き取る練習
を重ねることで、2回実施されるリスニングテストに備えてお
いて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・学習状況（授業や課題への取り組み方）：40％
・リスニング中心のテスト2回：30％
・定期試験：30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Reading Steps
[Author(s)] Robert Hickling, Misato Usukura
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN] 978-4-7647-3992-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回授業には必ずテキストと辞書を持参して下さい。

他の学生への迷惑行為となる授業中の私語や居眠り、また
は、授業に関係のない行為（携帯電話の使用、他の教科の
予習や復習、飲食など）には厳しく対処します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業および英語学習ガイダンス
2. Unit 20 Mascot Characters　5文型
3. Unit 1  Marathon Men and Women　
    be 動詞
4. Unit 2  Healthy Choices　命令文
5. Unit 3  Laughing Matters　現在時制
6. Unit 4  Animation the Japanese Way　  過去時制
7. Unit 5  Dreams Come True?　現在/過去　 　過去進行形
8. リスニングテスト①と前半の復習
9. Unit 6 The Statue of Liberty　
　　 Wh疑問文
10. Unit 9 Mars One　will/be going to
11. Unit 16 Everyone Loves a Circus　　　　現在完了
12. Unit 19 Japanese Food Customs　
　　　受動態
13. Unit 15 Aloha Hawaii　不定詞/動名詞
14. Unit 7 The Taj Mahal and
　　　Shah Jahan　可算名詞／不可算名詞
15. リスニングテスト②と総復習

＊リスニング中心のテストを2回実施します。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to improve their speaking,
listening and reading skills and get familiar with different countries
and different cultures.
Students will be divided into six groups. Each week, one group of
students will make a presentation related to the content of the previous
class.
Each week, before the class ends, students will also be assigned
homework for the next week.
Every  four weeks, there will also be a test based on the content of
previous classes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to listen to and comprehend a natural speed
and rhythm of native English.(技能)

2. Students will have a basic knowledge of different courties and
different cultures and gain the confidence to communicate in
English.(知識・理解)

3. Students will actively engage in English learning to become an
automous English learner.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標3)
Presentations (2 times): 25% (到達目標2, 3)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 2)
Written report: 20% (到達目標2, 3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Globe Trotters
[Author(s)] Carmella Lieske
[Publisher] Cengage learning
[ISBN]978-1-285-19750-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Each week, before the class starts, one group of students will make a representation
related to the content of the previous class.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the next
week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to the final
score.

Students must prepare for the tests carefully and attend the tests.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination period.
There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction [Unit 1 Spain]

Week 2
Unit 2 China/ Homework: prepare a presentation on the topic "China"

Week 3
Presentation/ Unit 3 Peru/ Homework: prepare a presentation on the topic "Peru"; learn
words on page 26

Week 4
Presentation/ Unit 4 Tokyo/ Homework: prepare a presentation on the topic "Manners in
Japan"; finish questions on page 31

Week 5
Test 1 (Unit 1̃4)/ Presentation/ Unit 5 New York City/ Homework: prepare a presentation
on the topic "My favorite New York thing"

Week 6
Presentation/ Unit 6 Antarctica/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Antarctica"; finish questions on page 47̃48

Week 7
Presentation/ Unit 7 India/ Homework: prepare a presentation on the topic "India"

Week 8
Presentation/ Unit 8 New Zealand /Homework: prepare a presentation on the topic "New
Zealand"

Week 9
Test 2 (Unit 5̃8)/ Presentation/ Unit 9: Africa/ Homework: prepare a presentation on the
topic "Africa"; learn words on page 68

Week 10
IELTS Reading practice

Week 11
Presentation/ Unit 10 Cambodia/ Homework: prepare a presentation on the topic
"Cambodia"; finish questions on page 71

Week 12
Presentation/ Unit 11 Egypt/ Homework: prepare a presentation on the topic "Pyramids";
learn words on page 78

Week 13
Presentation/ Unit 12 Italy/ Homework: prepare a presentation on the topic "Italy"; finish
questions on page 89

Week 14
Test 3 (Unit 9̃12)/ IELTS reading practice

Week 15
Final presentation/ Written report collection
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、英語の基礎的文法を復習しながら、さまざまな
コミュニケーション場面を理解し、それぞれの場面に応じた英
文法や会話表現を身につけていきます。様々な文法問題やダイ
アログのリスニング、音読やパートナーとのペアワークを通し
て、学習した表現を確実なものにしていきます。毎回の授業で
は、前回分の復習を兼ねた小テストを実施し、着実に英語力を
伸ばしていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然なスピードの英語に慣れる(技能)

自然なスピードの英語を聞き取り、理解できる(知識・理解)

自分の考えを英語で表現できるようになる(技能)

他人に英語を使って自分の考えを伝えることができるようにな
る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。(45分)　　　　　　　　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング部分は何度も聴きなおし、シャ
ドーイング練習すること。小テストにも備えてください。(45
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
・小テスト20％ (計10回)
・クラス内テスト50％ （Reading 30%, Listening 20%）
クラス内テストについて、やむを得ない事情（伝染病の罹患な
ど）によって欠席した場合、正式な書類(医師の診断書等)の提
出があれば別日にテストを実施する。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Tune Into Grammar
[Author(s)]市川泰弘　Anthony Allan
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4019-8
[Comments]テキスト価格 ￥2,100+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 Sharing a House (現在形(Be動詞))
3. Unit 2 What’s My Job? (現在形(一般動詞))
4. Unit 3 Movie Star Report (現在進行形)
5. Unit 4 Give Me Some Advice! (現在形と現在進行形)
6. Unit 5 A Speech: My Life (過去形)
7. Unit 6 Helping a Criminal! (過去進行形)
8. Unit 7 A Marriage Proposal (現在完了)
9. Unit 8 Getting Ready in the Morning (過去形と現在完了)
10. Unit 9 Dreams for the Future (未来形)
11. Unit 10 Checking In (助動詞)
12. Unit 11 What Should I Buy? (名詞と代名詞)
13. Unit 12 Restaurant Surprise! (形容詞)
14. Unit 13 A Customer Survey (副詞)、復習
15. クラス内テスト、総括
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとリスニングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、現代の標準
的な英文を読解し、英語で発信する能力を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、確認テストを行うので、指示のあった箇所の復習を必ず
各自で行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（授業中の積極的な姿勢を評価します。）
小テスト20％　（合計10回）
クラス内テスト40％　（Reading 20%, Listening 20%）

尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点し
ます。
授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価
ができないため、単位取得が難しくなる場合があります。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. ニュースの英語
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
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原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能のうち、リーディングとリスニングの力を養う。
リーディングでは、様々な題材の英文を読んで内容を理解する
とともに、文章の構成について学び、さらに、英語の構文や文
法、語彙の習得も目指す。リスニングでは、一度読んで内容や
語彙、構文を理解した英文を聴くことで、無理のないリスニン
グのトレーニングをしていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本の文化についての400語程度の平易な英文を読み解くこ
とができる。(技能)

②テキスト内の全ての語彙(最低でも見出し語120語)を身につけ
る。(知識・理解)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのVocabulary Checkを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文の理解力等を総合的に評価
する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Surprising Japan! 日本の不思議
[Author(s)]Alice Gordenker, John Rucynski
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-675-2
[Comments]テキスト価格￥1900、山本橋が表紙のテキスト
です。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 和菓子 v. 洋菓子（Are Japanese sweets healthier?）
3 Unit2 ワイプ（What are those annoying boxes on Japanese
TV?）
4 Unit3 ホワイトデー（Why don't Japanese men give presents
on Valentine's Day?）
5 Unit4 コインの穴（Why are there holes in Japanese coins?）
6 Unit5 遠足（WHｙdo Japanese schoolchildren taｋe trips to
parks?）
7 Unit6 マンホールの蓋（Why are Japan's manholes so
pretty?）
8 Unit7 耳かき（Why do Japanese put sticks in their ears?）
9 Unit8 音読（Why do Japanese students still read aloud?）
10 Unit9 のし袋（Why do Japanese put money in envelopes?）
11 Unit10 橋名（Why do Japanese bridges have names?）
12 Unit11 保護者会（Why don't Japanese parents praise their
children?）
13 Unit12 石垣（How are those stone walls built?）
14 Unit13 夜回り（Why do Japanese bang sticks at night?）
15 Unit14 いじめ（Why are good students bullied?）



2019-SJ00009601-B6フレッシュマン・イングリッシュⅠ「G R&L-7」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、特にリーディングとリスニングの基礎的な
力を養います。大ヒット映画『プラダを着た悪魔』のテキスト
を用いて、実際に映画を視聴しながらリスニングのトレーニン
グ（内容把握と聞き取り）をします。また、映像のスクリプト
（台本）を読んで、ビジネス現場で使われる英語を理解し、状
況に合う英語を文法的に正しく使うトレーニングをします。毎
回、授業の最後に復習テストを兼ねた課題を提出し、学習した
ことを確実に身につけます。またリスニング試験を２度実施し
て、聞き取った英語を確実に聞き取る能力をつけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①映画の大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②映画の台本を英語で読み解くことができる。(技能)

③ビジネス現場における重要表現を身につけ、使うことができ
る。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitのVocabulary Checkup A, Bおよ
びUseful Expressionsの箇所を事前に解いておく。（２）音声
ファイルを使って発音ができるように練習しておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）音声ファイルを使ってリスニングテストに向けた勉
強をしておく（ディクテーション、英語から日本語・日本語か
ら英語への訳出）。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15%（到達目標④）
・課題提出：15％（到達目標②③）
・リスニング試験：30%（到達目標①③）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author(s)]角山照彦、Simon Capper
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-712-4
[Comments]テキスト価格 2,200円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 Job Interview（過去完了形）
３．Unit 2 First Day on the Job（助動詞１）
４．Unit 3 Hurricane on the Weekend（関係代名詞１）
５．Unit 4 Andy’s Makeover（現在進行形）
６．Unit 5 Andy Meets Christian（助動詞２）
７．Unit 6 Miranda’s Request（分詞）
８．リスニング試験１（Unit 1-6）
９．Unit 7 Nate’s Birthday（仮定法）
１０．Unit 8 Andy’s Decision（現在完了形）
１１．Unit 9 Breakup with Nate（動名詞）
１２．Unit 10 The Dream Job（受動態）
１３．Unit 11 Announcement at the Party（関係代名詞２）
１４．Unit 12 Andy’s Final Choice（使役動詞）
１５．リスニング試験２（Unit 7-12）
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

岩本　弓子

◎－－－　概要　－－－◎

英語四技能のうち、リスニングとリーディングの力を養う。日
本の一流のスポーツ選手に関するエッセイを読みながら、それ
ぞれの選手の背景を学ぶと同時に基礎的な読解力をつける。各
スポーツに関する基本的な知識も学ぶ。毎回簡単な文法事項の
おさらいもして定着をはかる。本文を聞きながら基礎的なリー
ディングの力も養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツをテーマにした英文を読み英語で有名アスリートの歩
みを知り、知識として頭に入れ、自分自身の経験に少しでも生
かせるようになる。(知識・理解)

基本的な文法事項がきちんと理解できる。(知識・理解)

平易な英文が辞書なしでも読めるようになる。(技能)

平易な英語の聞き取りができ、簡単な英作文が書けるようにな
る。(技能)

英語の苦手意識をなくし、進んで英語に触れることができるよ
うになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の文法事項、の予習復習。（15分）
本文の単語をあらかじめ調べておく。（15分）
学習した文法事項をもう一度復習する。（15分）
演習問題を自分で解いてみる。（15分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点25%(授業中の態度、参加度を毎回点数化する。基礎的な
文法事項が理解できているか、練習問題を自分の力でどのくら
い解けるか、基本的な語彙が理解できるかを評価する。15％　
平易なリスニングの能力がどれくらいあるかを評価する15％）
提出物15%(文法事項が定着しているかを確認する。）
定期試験60%（文法、英文読解において授業で説明したこと、
教科書の内容がきちんと学習できているかをみる。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Learning with Athletes
[Author(s)]英語教育研究会
[Publisher]KAIBUNSHA
[ISBN]9784875717379
[Comments]定価1800円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には毎回辞書を持参すること。スマートフォンの辞書
の教室での使用は不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 出席に関する説明、授業の進め方、評価に関
する説明　Unit 1. Yuzuru Hanyu
名詞、代名詞, Unit 2. Ayumu Hirano be動詞
2. Unit 4.  Kei Nishikori  不規則動詞
3. Unit 5 Saori Yoshida 完了形
4. Unit 6 Sara Takanashi  未来形
5. Unit 7 Takuya Haneda  法助動詞
6. Unit 8 Kouhei Uchimura 　受動態
7. Unit 9 Daichi Ohsera 　不定詞
8. Unit 10 Ayumu Goromaru 　動名詞
9. Unit 11 Shingo Kunieda 　分詞
10.Placement Test
11.Unit 12 A.Takahashi & M. Matsutomo　比較
12.Unit 13 Yoshihide Kiryu  関係詞
13.Unit 14 Yoshihide Kiryu  関係詞
14.Unit 15 Ksumi Ishikawa  接続詞
15. まとめ、定期試験に関して

 



2019-SJ00009602-B1フレッシュマン・イングリッシュⅡ「G R&L-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

岡　俊房

◎－－－　概要　－－－◎

Reading（おもに「精読」と「朗読（音読）」）とListening（お
もに精聴）の演習を行う。また、速読や多聴の効果的方法につ
いても学ぶ。
　事前・事後学習としては、ＣＤ付の教科書の解説・対訳を参
考にして、（１）英文の音声を聴き、（２）語彙や構文を確認
し、（３）英文を書き写し、（４）音読する。随時小テストを
実施する。
　音源として有名なスピーチ等の本人音声等が収録されている
付録ＣＤをスマートフォン等に取り込んで、いつも聴いて音楽
のように楽しんで、言葉の持つ「音」の力を感じてほしい。
（YouTube等で関連動画も検索可能）

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語読解およびリスニングに必要な語彙･文法に関わる基本的
な知識を身につける。(知識・理解)

英語読解およびリスニングに必要な基本的「読解力」を身につ
ける。(技能)

異なる世界への窓となる英語（外国語）を積極的に学ぶ態度を
身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
（１） チャプター冒頭の”About the Story”を読んで「背
景」を理解する。
（２） ＣＤで英文の音声を聴いて、「音」を味わう。
（３） 可能なら、ＤＶＤやYouTube動画を見る。
（４） 対訳を読んで「内容」を確認する。
（５） 英文を「一読」する。
（６） もう一度英文を読み、知らない「語句」を注釈・対
訳・辞書で意味を確認する。
（７） 英文を見ながらＣＤ音声を聴いてどのように「声」
を出しているか確認する。
【復習】
（８）ＣＤにあわせて音読する。
（９）ＣＤ無しで音読する。
（１０）スマートフォンなど入れて「通学中」に繰り返し聴
く。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

・平常点５０％（学習状況、小テスト等）
・定期試験５０％
（いずれも全到達目標に関して総合的に評価します。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 「感動する英語！」
[Author(s)] 近江　誠
[Publisher]文藝春秋
[ISBN] 4－16－365510－7

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業のイントロ
２．チャールズ・チャップリン「独裁者」（１）
３．チャールズ・チャップリン「独裁者」（２）
４．チャールズ・チャップリン「独裁者」（３）
５．ビル・クリントン「不適切な関係」（１）
６．ビル・クリントン「不適切な関係」（２）
７．ビル・クリントン「不適切な関係」（３）
８．ピーター・シェファー「アマデウス」（１）
９．ピーター・シェファー「アマデウス」（２）
10．プレイスメントテスト
11．キング牧師「私には夢がある」（１）
12．キング牧師「私には夢がある」（２）
13．キング牧師「私には夢がある」（３）
14．キング牧師「私には夢がある」（４）
15．キング牧師「私には夢がある」（５）
（進行状況により調節します。）
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

島居　佳江

◎－－－　概要　－－－◎

英語の４技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指します。リーディングにおいては、英語の論理構造やパ
ラグラフ（段落）構成に注意しながら、簡単な英文の概要や要
点、さらには書き手の意図をしっかり理解すること、ならびに
早く英文を読むいわゆる速読の技能の習得を目指しています。
リスニングにおいても同様に、スピーチの概要や要点、さらに
話し手の意図を理解できるように、基礎的な聞き取り練習をふ
んだんに実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙力を身につける(知識・理解)

基本的な文法事項を理解できる(知識・理解)

長文を読み、聞くことに慣れる(技能)

グループワークで能動的に参加する(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
単語テストの準備
授業予定の章を読んでおく
復習
授業で学習したストーリーをライティング、またはスピーキン
グでアウトプットしてみる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

積極的な授業態度：30%
単語テスト：30%
定期試験：40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  ENJOYING AMERICAN POP CULTURE
[Author(s)]  Edward Hoffman
[Publisher]  ASAHI PRESS
[ISBN]  9784255154787
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

中古のテキスト（他人の回答入り）の使用は認められませ
ん。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction, 2週目より毎週単語テスト
2. The Hamburger Icon
3. Southern USA Cuisine
4. Coffee Drinks for the Planet
5. The Quick Snack
6. A Modern Lifestyle
7. The Great White Way
8. America's Dream Factory
9. Entertainment Capital of the World
10. プレイスメントテスト
11. The Cartoon Kingdom
12. American Cyber-Culture
13. America's National Pastime
14. America's TV Sport
15. America's Hoop Sport
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

安浪　誠祐

◎－－－　概要　－－－◎

英語の４技能のうち特に「読む」「聞く」の基礎的な能力養成
を目指します。リーディングにおいては、英語の論理構造やパ
ラグラフ（段落）構成に注意しながら、簡単な英文の概要や要
点さらに書き手の意図をしっかり理解すること、ならびに早く
英文を読むいわゆる速読の技能の習得を目指します。リスニン
グにおいても同洋に、スピーチの概要や要点、さらに話し手の
意図を理解できるように、ノートの取り方（note-taking skills）
も含め基礎的な聞き取り練習をふんだんに実施します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙やその語の英文中での機能を理解できる。(知
識・理解)

英語圏の新聞や雑誌など、現代の標準的な英語を読解できる。
(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・教科書を予習して授業に臨み、授業後は復習をして、学んだ
ことを定着させること。（45分）
・「自習用CD」の音声を何度も繰り返し聞いて、英語のリズ
ムに慣れること。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
①評価基準
　教科書の理解度がどの程度なのかを評価の基準とする。
②評価方法
　・定期試験：50％（到達目標①②）
　・小テスト: 40％（到達目標①②③）
　・平常点: 10％（到達目標③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Read Smart 楽しく読もう！総合英語演習
[Author(s)]　安浪誠祐・Richard S. Lavin
[Publisher]　センゲージ ラーニング株式会社
[ISBN]　978-4-86312-262-8
[Comments]　テキスト価格　  1,800

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、前の週の復習テスト小テストがあるので、必ず前
回のレッスンの復習をすること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回: 授業ガイダンス
第2回: Unit 1 Birth Order and Personality
第3回: Unit 2 The College  ropout
第4回: Unit 3 Just a Game
第5回: Unit 4 The Brick Factory
第6回: Unit 5 Man's Best Friend
第7回: Unit 6 Small but Powerful
第8回: Unit 7 More than Honey
第9回: Unit 8 Teenagers and Their Parents
第10回: プレースメント・テスト
第11回: Unit 9 Teaching Kindness
第12回: Unit 10 Women Who Make a Difference
第13回: Unit 11 Have a Real Adventure
第14回: Unit 12 The Magic Fish
第15回: Unit 13 Finding Love in the 21st Century
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will have homework from the textbook every week. Students must study
vocabulary, read a short article, and answer questions about it before each class.

Also, about once every two weeks, students will have to get and read a book from
the English Readers section of the Fukuoka University Library. Students will be
able to choose their own books based on their level and interest. Students will
then have to complete a short assignment on the class internet homepage to show
that they have read the book.

In class, students will have to do reading and listening activities. The reading and
listening activities will improve students’ ability to understand the readings and
make them read faster. They will also help students improve their ability to listen
for details and give them practice listening while doing other things at the same
time.

There will be three vocabulary tests during class. The tests will be on words from
the readings. Students will have to study the vocabulary each week to be able to
pass the vocabulary tests.

The final test will review the vocabulary that students have learned in the class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn to read faster while still understanding and remembering
what they read. (技能)

2. Students will become familiar with Fukuoka University Library’s English
Readers and develop reading habits that they can continue in the future. (態度・
志向性)

3. Students will learn new vocabulary and improve their knowledge of
vocabulary that they have studied before.(知識・理解)

4. Students will improve their ability to understand spoken English through in-
class activities. (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students have to read a chapter of the textbook each week, complete the written
homework, and study that chapter's vocabulary. Students need to review the
vocabulary for the tests. Students also need to read six books from the library’s
English Readers section, according to the schedule on the syllabus. In total,
preparation and review will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

1. Homework: 11% (到達目標1 & 3)
2. English Readers: 24% (到達目標2)
3. In class work: 25% (到達目標1 & 4)
4. Vocabulary tests: 15% (到達目標3)
5. Final test: 25% (到達目標3)

Any student who copies another student on homework, in-class work, tests, or the
English Reader assignments will get -5% to their final class grade each time they
copy because copying is cheating. If the person who was copied gave permission
to the cheater, that person will also get -5% to their final class grade.

Students who are absent without a good reason will get a zero on the in-class
assignment and test if there is one. If a student has an emergency (medical, family
problem, etc.) or if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi,
etc.), then they must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If
they do, they can discuss with the teacher about how to make up the work that
they missed. If homework was due on the day the student was absent, they need
to show that homework the next time they come to class to get points.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Life Topics
[Author(s)]　Takashi Shimaoka & Jonathan Berman
[Publisher]　NAN’UN-DO
[ISBN]　9784523176893
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook and homework each day. Late
homework is not accepted. In class work must be completed in
the time given.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Introduction to course, explanation of syllabus and assignments
2) Chapter 1: "The Beauty of Seasons"
3) Chapter 4: "How the Internet Evolved" (English Reader #1
Due before class)
4) Chapter 6: "Travel in Japan"
5) Vocabulary Test 1
6) Chapter 7: "The Secret of Happiness" (English Reader #2 Due
before class)
7) Chapter 8: "Shopping on the Internet"
8) Chapter 9: "Do Aliens and UFOs Exist?" (English Reader #3
Due before class)
9) Vocabulary Test 2
10) PLACEMENT TEST (English Reader #4 Due before class)
11) Chapter 12: "Plastic Surgery" & Chapter 16: “Fast Food
and Health”
12) Chapter 19: "Young Men: No Girls, No Money" (English
Reader #5 Due before class)
13) Chapter 20: "Old Media and New Media"
14) Chapter 21: "Women in College" (English Reader #6 Due
before class)
15) Vocabulary Test 3

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、リーディングとリスニングに重点を置きながら、
英語の総合的技能を養います。リーディングでは、英語の文章
構造を把握した上で日常生活にまつわる話題から世界の様々な
科学的情報を数多く読み、文脈から大意を読みとる訓練をしま
す。リスニングにおいても文脈から相手が伝えようとしている
メッセージを予測し、大意を掴むための練習を行います。ま
た、英語の音の種類や日本語との音の違いを学習するととも
に、シャドウイングなどのテクニックを実践することでリスニ
ング力の向上に努めます。授業においては受け身ではなく、受
講者自らが発見、調査、分析し、解答を見出す姿勢が求められ
ます。そのため、ペア・グループワークによる協働作業を多く
取り入れ、適宜リーディングやリスニングで学習した内容を応
用し、発表等のプロジェクトを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　指定箇所（知らない単語の推測＋辞書での確認等 )
（30min)
復習　レッスン箇所（次回のIn-class English quizzesへの学習)
（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30% （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] impact (Combo Split 1A)
[Author(s)] JoAnn Crandall & Joan Kang Shin
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 9781305874534
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ず講師のウェブサイト上で確
認の上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 1: Life in the City 1-15
3: Unit 1: Life in the City 16-30
4: Unit 2: Amazing Jobs 1-15
5: Unit 2: Amazing Jobs 16-30
6: Unit 2: Express Yourself: Travel Review
7: Review 1 (Unit 1-2) + Project 1
8: Unit 3: Secrets of the Dark 1-15
9: Unit 3: Secrets of the Dark 16-30
10: Placement test
11: Unit 4: Living Together 1-15
12: Unit 4: Living Together 16-30
13: Unit 4: Express Yourself: Graphic Story
14: Review 2 (Unit 3-4) + Project 2
15: Overall review of the semester & term test



2019-SJ00009602-B6フレッシュマン・イングリッシュⅡ「G R&L-7」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

英語4技能のうち、リーディングとリスニングの力を養う。
リーディングでは、様々な題材の英文を読んで内容を理解する
とともに、文章の構成について学び、さらに、英語の構文や文
法、語彙の習得も目指す。リスニングでは、会話を聞いてディ
クテーションなどのトレーニングをしていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本の文化についての400語程度の平易な英文を読み解くこ
とができる。(技能)

②テキスト内の全ての語彙(最低でも見出し語130語程度)を身に
つける。(知識・理解)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのVocabulary Checkを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文の理解力等を総合的に評価
する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Surprising Japan!２ 日本の不思議
[Author(s)]Alice Gordenker, John Rucynski
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-727-8
[Comments]テキスト価格￥1900、ステーキや車掌が表紙の
テキストです。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 高級牛肉（WHat makes Kobe beef so special?）
3 Unit2 ランドセル（What are those backpacks Japanese
schoolchildren wear?）
4 Unit3 七味（What are the seven things in shichimi?）
5 Unit4 〒マーク（Why does Japan's postal symbol look like
that?）
6 Unit5 ハラン（Why is there plastic grass in my bento?）
7 Unit6 5時のチャイム（Why is there a 5 o'clock bell?）
8 Unit7 指差呼称（Why do train drivers in Japan make those
strange gestures?）
9 Unit8 海苔（How is nori made?）
10 プレイスメントテスト
11 Unit9 マスク（Why do Japanese wear masks?）
12 Unit10 賞味期限（What do the dates on food packages
mean?）
13 Unit11 血液型占い（Why do Japanese ask about blood
type?）
14 Unit12 蚊取り線香（Do Japanese mosquito coils work?）
15 Unit13 お味噌汁のモヤモヤ（Why does miso soup move
by itself?）
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

蒲原　順子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業ではアメリカのテレビドラマを通して、どういう場面
でどういう表現を使うのかという視点で言語機能を学び、そこ
で使われる英語表現を学びます。リスニングが中心となります
が、スクリプトを素早く読んで聞こえる音についていこうとす
る作業を通して速読力を養います。テキストにあるドラマから
選ばれた英語表現はTOEICや英検などの英語資格検定試験にも
対応しています。授業は、ドラマを視聴する前に語彙、表現、
英語のリスニングのポイント（英語の音の特徴）を学び、ドラ
マを視聴して内容を把握した後で正誤問題を解き、部分的な
ディクテーション（書き取り）をします。ドラマを視聴した後
で文法を確認し、言語機能を確認します。最後にドラマの中の
会話文を読んで発話演習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①各Unit の語彙を習得する。(知識・理解)

②自然な速さの英語を聞いて部分的に理解出来るようになる。
(技能)

③言語機能を理解する。(知識・理解)

④テキストにあるよく使われる英語表現を覚える。(技能)

⑤自主的に学習しようとする態度を身につける。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次に学習するUnit を読んで、演習問題を解いてみる。知
らない語彙は調べておく。(40分）
復習：学習した語彙と表現の復習。学習した箇所のリスニング
と音読。(40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点 10% （到達目標⑤）
・小テスト２０％ (到達目標①④）
・リスニングテスト２０％ (到達目標②）
・定期試験５０％(到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicate in English with glee
[Author(s)]角山照彦、Simon Capper (編集）
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

各Unit 終了後に語彙と表現の小テストをします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション。授業の進め方。小テスト。
2.Unit 1  New Direction:励ます表現、動名詞
3.Unit 2 What's the other option?: 決意を示す表現、仮定法
4. Unit 3 You're Leaving Us?: 驚きを示す表現、現在完了形
5. Unit 4 Don't Stop Believing : 説得する表現、関係詞
6. Unit 5 He's Not Coming: 謝罪の表現、不定詞
7. Unit 6 I Want In: 称賛の表現、分詞
8. 中間まとめ。リスニングテスト
9. Unit 7 Where iIs Everybody?: 落胆を示す表現、関係詞
10. Unit 8 You Inspire People: 話を切り出す時の表現、使役
動詞
11. Unit 9 He Doesn't Belong Here: 感謝を表す表現、進行形
12. Unit 10 So Be It: 会話を打ち切る表現、受動態
13. Unit 11It's a Win-Win for Both of Us: 確認表現、不定代名
詞
14. Unit 12 Thanks for Telling Me: 打ち明ける際に使う表
現、仮定法
15. 後半まとめ、リスニングテスト
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パート練習
問題やミニテストを解き、問題文の精読と聴き取りを解説を挟
みながら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向
上を目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重
要語彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める。
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットの内容から小テストを行うの
で、復習してくること。
・次週のユニットの語句や取り上げられている文法項目を予習
してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験および最終授業日に行うリスニングテスト、小テス
ト、授業中の質疑応答などから、以下の割合を目安として総合
的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC L&R Test Beginner
[Author(s)] K. Hayakawa and Y. Kishi
[Publisher]金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4088-4
[Comments]1,900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1: Travel [名詞]
3. unit 2: Dining out [形容詞]
4. unit 3: Shopping [副詞]
5. unit 4: Entertainment [時制]
6. unit 5: Advertising [主語と動詞の一致]
7. unit 6: Events [能動態・受動態]
8. unit 7: Daily Life [動名詞・不定詞]
9. unit 8: Media [代名詞]
10. unit 9: Recruiting [比較]
11. unit 10: Production & Sales [前置詞]
12. unit 11: Meetings [接続詞]
13. unit 12: Offices [前置詞と接続詞の違い]
14. unit 13: Personnel [関係代名詞]
15. リスニングテスト



2019-SJ00009603-D8フレッシュマン・イングリッシュⅢ「G ESP-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICに頻出する問題の演習および解説を行
う。TOEIC形式の問題に慣れるとともに、頻出語彙の習得や文
法事項の復習も各ユニットで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC500点が取得できる程度の語句や文法事項を身につけ
る。(知識・理解)

②TOEIC500点が取得できる程度の英文を読み解く・聞き取る
ことができる。(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのWarm UpとWord Bankを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキストの問題への取り組みや発表など積極的
な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文や文法の理解力および英単
語の習得を評価する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Journey to Success
[Author(s)]Makoto Kurata 他
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55003-4
[Comments]テキスト価格各￥1,900

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 Departure / Arrival　空港やフライトに関する語彙・
表現
3 Unit2 Homestay　日用品やホストファミリーとの会話に
関する語彙・表現
4 Unit3 Telephone　電話・通話に関する語彙・表現
5 Unit4 Shopping　買い物、店内表示、店員との会話に関す
る語彙・表現
6 Unit5 Getting Around　交通機関、道路施設、道の聞き方
に関する語彙・表現
7 Unit6 Eating Out　外食、メニュー、予約の仕方に関する
語彙・表現
8 前半の総括
9 Unit7 Parties and Celebrations　祭日やパーティでの会話、
社交に関する語彙・表現
10 Unit8 Hotel　ホテル、サービスの利用に関する語彙・表
現
11 Unit9 Sightseeing　観光や防犯、待ち合わせに関する語
彙・表現
12 Unit10 Staying Healthy　病気の症状やその説明の仕方に
関する語彙・表現
13 Unit11 Housing　賃貸契約、ルームメイトとの会話に関
する語彙・表現
14 Unit12 Studying Abroad　学業、学内施設、同級生との会
話に関する語彙・表現
15 総括



2019-SJ00009603-D9フレッシュマン・イングリッシュⅢ「G IA-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

マクドナルド，ケリー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will do listening and speaking activities to
improve their communication skills. Students will do many speaking
activities with their classmates in class. Students will have homework
at the end of each unit. Homework will include answering questions
and preparing a short talk to give in the next class. Students will give
their talks in week 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14. There will be 2
quizzes in the course and one final test. The first quiz will be in week
6, the second quiz in week 11, and the final test will be in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.　Students will be able to speak more smoothly.(技能)

2.　Students will be able to ask and answer questions about simple
topics.(技能)

3.　Students will understand short conversations.(知識・理解)

4.　Students will become more confident speaking about simple
topics.(態度・志向性)

5. Students will actively participate in speaking activities. (態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on answering questions about the topic in the unit. (30 min) Students
must also prepare a short talk about the topic. (90 min) Students
should review the homework and content of the textbook before the
quizzes and final test. (2 hours)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Participation in speaking, listening and writing activities in class: 30%
　(到達目標1, 2 ,3 , 4, 5)
Homework: 20% 　(到達目標 1, 2, 4, 5)
Quizzes: 20%　(到達目標 2)
Final Test: 30% 　(到達目標 2)

Students will lose participation points for being absent or late.
Students will lose participation points for not completing in-class
work.
Students will lose points if they are absent for quizzes and the final
test without an excused absence.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Out Front 6th Edition
[Author(s)]　Robert Diem & Roberto Rabbini
[Publisher]　English Education Press
[ISBN]　9784865390339
[Comments]　￥2,200

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.Unit 1 Personal Information    Homework:Questions p.79,
prepare talk
2.Unit 2 Family and home    Homework:Questions p.80, prepare
talk
3.Unit 3 Hobbies and Preferences    Homework:Questions p.81,
prepare talk
4.Unit 4 Times and Dates    Homework:Questions p.82, prepare
talk
5.Review
6.Quiz Units 1-4, Unit 5 Shopping    Homework:Questions p.83,
prepare talk
7.Unit 6 Routines    Homework:Questions p.84, prepare talk
8.Unit 7 Vacation    Homework:Questions p.85, prepare talk
9.Unit 8 Help! I’m lost    Homework:Questions p.86, prepare
talk
10.Review
11.Quiz Units 5-8, Unit 9 Travel    Homework:Questions p.87
prepare talk
12.Unit 11 Eating Out    Homework:Questions p.89, prepare talk
13.Unit 12 Health    Homework:Questions p.90, prepare talk
14.Review
15.Final Test



2019-SJ00009603-E0フレッシュマン・イングリッシュⅢ「G IA-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop fluency with English expressions and patterns
of use that are important for everyday communication.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

SStudents are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight High-beginner
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 978-1-896942-65-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Unit 0. Looking over the course.
3. Unit 1. Talking about likes and dislikes.
4. Unit 2. Getting information, numbers and money
5. Unit 3. Describing family members
6. Unit 4. Telling stories
7. Unit 5. Talking about jobs
8. Unit 6. Routines and schedules.
9. Unit 7. Describing a room.
10. Unit 8. School subjects
11. Unit 9. Giving instructions
12. Unit 10. Describing actions.
13. Unit 11. Explaining plans.
14. Review and practice test.
15. Review test. (35%)



2019-SJ00009603-E1フレッシュマン・イングリッシュⅢ「G IA-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペイトン，スティーヴン

◎－－－　概要　－－－◎

This course will focus on students’ ability to speak English in conversation.
We will use a textbook and other materials.
Students will be given a new understanding of English grammar, with the goal
of using it for speaking tasks.
Students will be given the opportunity to speak a lot in class. Homework will be
vocabulary study.
The class will be given in English, with very little Japanese language support.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 生徒は英語のみを使用して短い文章を使ってアクティブに会話に参加
できるようになります。(技能)

2. 生徒は会話能力を広げる為にコミュニケーション戦略を使用する事が
できるようになります。(技能)

3. 生徒は英会話を構築し、理解するために文章の一部を素早く分析でき
るようになります。(知識・理解)

4. 生徒には新しい単語を覚える責任があります。(態度・志向性)

5. 生徒はほとんどのレッスンにおいて英語で対話する事によって、英語
の対話をより自信を持って行えるようになります。(態度・志向性)

6. 生徒は正確性よりもコミュニケーションの方が重要であることを理解
します。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

For “Vocabulary Building”, students will need to produce high-quality
vocabulary learning tools (30 minutes).
Students must have a dictionary or dictionary application and must use it during
class. A word list will be published on the teacher’s website. Vocabulary
knowledge will be tested four times during the course, so students will need to
learn and review vocabulary (30 minutes).
Students should look ahead at the coming week’s textbook chapter to check
for understanding (30 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

Participation: 50% (到達目標1, 2, 5, 6)
Extended Conversation Assessments: 20% (到達目標1, 2, 5, 6)
Vocabulary Building: 20% (到達目標4)
Advanced Interaction: 10% (到達目標1, 2, 5, 6)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

This is an interactive course. Students are expected to contribute to group
interactive activities in English. Students who don’t communicate in English,
interact in English, or participate in using English will receive very low
participation points and may not achieve a passing score.

There are no points for attendance. However, students who are absent too often
will achieve a low participation score, and will be very unlikely to achieve a
passing score.

Students who arrive late for class will lose participation points.

Students who sleep during class will lose participation points.

If a student cheats on any vocabulary test, they will lose all points for
vocabulary.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Control Words (5th edition, 2019)
[Author(s)] Steve Paton
[Publisher] self-published
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1- Introduction to the course
2- Controlling English I
3- Controlling English II
4- Vocabulary Building. Learning about memory strategies and
vocabulary learning strategies.
5 - “Do you? Are you?” Talking about yourself using ‘am’,
‘are’, ‘is’, ‘do’ and ‘does’. Participation scoring
will begin. Vocabulary List 1 will be published.
6- “Did you? Were you?” Talking about the past using
‘did’, ‘was’, and ‘were’. Vocabulary Test 1
7- “Where? When? 1” Discussing locations and times.
Introduction to ‘preposition/noun’
8- “Where? When? 2” Discussing locations and times using
‘preposition/noun’. Vocabulary List 2 will be published.
9- “Have you ever?” Discussing experiences using ‘have’
and ‘has’. Vocabulary Test 2
10-“Can you? Could you?” Discussing possibilities using
‘can’ and ‘could’.
11- “Do you have to?” Discussing ideals and rules using
‘do’, ‘does’, ‘did’, and ‘should’. Vocabulary List 3
will be published.
12- “Are you going to?” Talking about future plans and
predictions using ‘will’, ‘be going to’, and ‘be -ing’.
Vocabulary Test 3. Extended Conversation Assessment 1.
13- “If and When?” Discussing situations. Extended
Conversation Assessment 2.
14- “Tell us a story” Telling stories using situation and event
grammar. Extended Conversation Assessment 3. Vocabulary List
4 will be published.
15- Review and catch-up week. Vocabulary Test 4. Extended
Conversation Assessment 4.



2019-SJ00009603-E2フレッシュマン・イングリッシュⅢ「G IA-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on recognition of written and spoken
forms, and on explaining and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight: High-Beginner (3rd edition)
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-029-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 0. Looking over the course. Homework:
textbook and vocabulary study.
3. Unit 1. Quiz 1. Talking about likes and dislikes.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2. Quiz 2. Fluency with money and prices.
Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 3. Quiz 3. Describing your family.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 4. Quiz 4. Talking about things you did.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 5. Quiz 5. Describing occupations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 0 to 5). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 6. Quiz 6. Describing your daily routine.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 7. Quiz 7. Describing occupations.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 8. Quiz 8. Talking about school subjects.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 9. Quiz 9. Giving instructions.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 10. Quiz 10. Describing current actions.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 11. Talking about the future.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 6 to 11).



2019-SJ00009603-E3フレッシュマン・イングリッシュⅢ「G IA-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop fluency with English expressions and patterns
of use that are important for everyday communication.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

SStudents are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight High-beginner
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 978-1-896942-65-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Unit 0. Looking over the course.
3. Unit 1. Talking about likes and dislikes.
4. Unit 2. Getting information, numbers and money
5. Unit 3. Describing family members
6. Unit 4. Telling stories
7. Unit 5. Talking about jobs
8. Unit 6. Routines and schedules.
9. Unit 7. Describing a room.
10. Unit 8. School subjects
11. Unit 9. Giving instructions
12. Unit 10. Describing actions.
13. Unit 11. Explaining plans.
14. Review and practice test.
15. Review test. (35%)
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多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業はTOEIC対策用の初級レベルのテキストを用いて、
聴解・文法・読解の総合的な力を養っていきます。
　最初に、Vocabularyを確認したあと、通常のTOEIC Testとは
逆に、Reading Sectionに取り組み、文法力・読解力の養成をし
ます。
　次に、Listening Sectionにもどり、小テスト形式でチャレンジ
をしていただきます。解答用紙回収後、スクリプトを配布して
解答の確認をおこないます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の基本的な文法的知識を修得する。(知識・理解)

日常的場面における基本的な英会話のリスニングができる。
(技能)

インターネットやＥメールを媒体とする、基本的で実用的な英
語を読解できる。(技能)

授業内外で真剣に英語の学習に取り組むようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　毎回、Vocabularyと Reading Sectionの問題を予習しておくこ
と。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法、割合、基準により評価し
ます。

・定期試験：６０％　（基準：基本的文法知識と実用的英語の
読解力）
・毎回提出のListening Sectionの問題の成績：２０％
　　　　　　　　　　(基準：日常会話の基本的リスニング
力）
・毎回の学習状況：２０％　（基準：真剣に英語学習に取り組
む姿勢）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]     Primary Trainer for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] Junnosuke Hamasaki
[Publisher] Cengage　Learning
[ISBN]　　　978-4-86312-355-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Unit 1: TOEIC L&R テストの全体像を知る
3. Unit 2: 人物の動作に注目する
4. Unit 3: 疑問詞を聞き取る
5. Unit 4: 物の位置・状態を表す表現を身に付ける
6. Unit 5: 話がかみあう応答を選ぶ
7. Unit 6: 設問を先読みする
8. Unit 7: 文脈を意識する
9. Unit 8: 動名詞とto不定詞を理解する
10. Unit 9: 手紙の特徴を理解する
11. Unit 10: 代名詞を理解する
12: Unit 11: 意図問題を攻略する
13: Unit 12: 複数パッセージを攻略するl
14: Post-test
15: 定期試験の諸注意および質問回答
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濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パート練習
問題やミニテストを解き、問題文の精読と聴き取りを解説を挟
みながら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向
上を目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重
要語彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める。
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットの内容から小テストを行うの
で、復習してくること。
・次週のユニットの語句や取り上げられている文法項目を予習
してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験および最終授業日に行うリスニングテスト、小テス
ト、授業中の質疑応答などから、以下の割合を目安として総合
的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Score Booster for the TOEIC L&R Test Beginner
[Author(s)] K. Hayakawa and Y. Kishi
[Publisher]金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4088-4
[Comments]1,900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1: Travel [名詞]
3. unit 2: Dining out [形容詞]
4. unit 3: Shopping [副詞]
5. unit 4: Entertainment [時制]
6. unit 5: Advertising [主語と動詞の一致]
7. unit 6: Events [能動態・受動態]
8. unit 7: Daily Life [動名詞・不定詞]
9. unit 8: Media [代名詞]
10. unit 9: Recruiting [比較]
11. unit 10: Production & Sales [前置詞]
12. unit 11: Meetings [接続詞]
13. unit 12: Offices [前置詞と接続詞の違い]
14. unit 13: Personnel [関係代名詞]
15. リスニングテスト
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石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Effective Approaches to the TOEIC Test
[Author(s)]Kiyomi Tanaka / Yuri Wada / Satoru Sakaki / Asako
Kaneko
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17622-0
[Comments]テキストに加え自作プリントを配布する事があ
る

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法についてのガイダンス
 
2. Unit 1　PART 1,5 物の位置と状態を聞きとる/語幹を共有
する名詞,動詞,形容詞,副詞

3. Unit 2　PART 2,6,7 基本的な疑問文に応える/気をつける
べき英語の語順/広告文

4. Unit 3　PART 3,5 電話での対応/数にからんだ語の用法①

5. Unit 4　PART 4,6,7 スピーチ,数にからんだ語の用法②,図
表の読み方

6. Unit 5　PART 1,5 人物の動作と様子,ねらわれやすい過去
形と完了形の表現

7. Unit 6　PART2,6,7 いろいろなWh-疑問文,ねらわれやす
い過去形と完了形の表現,図表と文書

8. Unit 7　PART3,5 カジュアルな日常表現,比較がらみの表
現①

9. Unit 8　PART4,6,7 録音メッセージ・広告,比較がらみの
表現②,雑誌・新聞の記事

10. Unit9　PART1,5 建物・乗り物と周りの関係,文と文の結
びつきの表現①

11. Unit 10　PART 2,6,7 いろいろな形の問いかけに対応す
る,文と文の結びつきの表現②,人材募集と応募の手紙

12. Unit 11　PART3,5 同僚との多様なやりとり,V-ingとV-ed
の使い分け①

13. Unit 12　PART4,6,7 案内放送,V-ingとV-edの使い分け②

14. Unit 13　PART1,5 複数の人物の様子,まぎらわしい動詞
の語形,意味,語法

15. Review
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劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course is designed to help students to get fully prepared for all
kinds of English tests, such as IELTS, TOEIC, etc. There are fifteen
sets of practices, with each one focusing on a different topic for
listening practice, grammar practice, and reading practice as well.
Homework will be given at the end of each class. A short test will be
given every four weeks, so students must review course content after
each lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn necessary skills and strategies for English tests.
(技能)

2. Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner.(態度・志向性)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand
current world issues.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標2)
Presentations (2 times): 25% (到達目標1, 2)
Tests completed in class and homework: 45% (到達目標1, 3)
Final listening test: 15% (到達目標3)
written report: 5% (到達目標1, 2)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] The high road to the TOEIC listening and reading test
[Author(s)] Koji Hayakawa/ Naoyuki Bamba/ Nobuko Nakamura/ Ken Suzuki
[Publisher] Kinseido
[ISBN]978-4-7647-4045-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Every four weeks, before the class starts, students will have a test related to the
content of the previous classes.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for
the next week. Finish homework carefully, because the score of homework is
related to the final score.

Students must come to class during test weeks, because the score of tests will be
calculated into the final score.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction

Week 2
Unit 1 Travel/ Homework: question 1̃7 on page 19

Week 3
Presentation: Travel/ Unit 2 Dining / Homework: question 8̃10 on page 25

Week 4
Presentation: Media/ Unit 3 Media/ Homework: question 1̃3 on page 35

Week 5
Presentation: Entertainment/ Unit 4 Entertainment/ Homework: question 8̃10 on
page 47

Week 6
Test 1 [Unit 1̃4]/ Unit 5 Purchasing

Week 7
Presentation: Client/ Unit 6 Client/ Homework: print practice

Week 8
Unit 7 Recruiting

Week 9
Presentation: Personnel/ Unit 8: Personnel/ Homework: question 2̃27 on page
81

Week 10
Print practice

Week 11
Presentation: Meetings/ Unit 10 Meetings/ Homework: question 4̃7 on page 102

Week 12
Presentation: Finance/ Unit 11 Finance

Week 13
Test 2 (Unit 6, 7, 8, 10 and 11)/ Unit 13 Daily life

Week 14
Unit 14 Sales & Marketing

Week 15
Final presentation/ final listening test/ written report collection
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キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

In each class, students will:
・Work with a partner to complete vocabulary and grammar drills.
・Discuss with a partner how to express ideas in English while
writing sentences (stories) neatly and creatively.
・Practice pronunciation.
・Make and submit voice recordings.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build communicative skills by verbally expressing ideas and taking
guesses.(技能)

To cooperate with classmates in order to complete tasks.(態度・志向
性)

To improve basic English grammar and vocabulary skills through
speaking and writing activities.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should come to every class with a notebook, a pencil and
much enthusiasm. Regarding homework, students should study
vocabulary lists and story texts from each class in preparation for the
final test.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active Participation ‒ 20%
Students must arrive on time and take part in all activities. Students
who are absent or arrive late for class will lose points, as will students
that are off-task (e.g. sleeping, using mobile phones, etc.).

Assignments - 70%
1) Group Writing (10 X 3% each = 30%)
2) Voice Recording (10 X 4% each = 40%)
Final Test ‒ 10%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]　No textbook is required.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Practice Activity #1　"Losing weight"
3. Practice Activity #2 "Looking at scenery"
4. Assignment #1 "A stray dog" (7%)
5. Assignment #2 "On a gondola in Venice"　(7%)
6. Assignment #3 "Catching a thief"　(7%)
7. Assignment #4 "In the library"　(7%)
8. Assignment #5 "Fear of heights"　(7%)
9. Assignment #6 "At a coffee shop"　(7%)
10. Assignment #7 "Blocking out noise"　(7%)
11. Assignment #8 "Losing things"　(7%)
12. Assignment #9 "A misunderstanding"　(7%)
13. Assignment 10 "Traveling and moving"　(7%)
(Each Assignment above includes two parts: Group Writing -
3%, and Voice Recording - 4%)
14. Review class
15. Final Test (10%)

◎－－－　URL　－－－◎

Course website
(http://learneigo.com)



2019-SJ00009604-D6フレッシュマン・イングリッシュⅣ「G IA-7」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ホルスター，トレヴァー

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study English that is necessary for
everyday life. There will be homework each week, including
vocabulary review and review of lesson content. There will be quizzes
each week to review each week's homework. There will be a test in
Week 15 to review important points from the weekly quizzes.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will develop fluency with English expressions and patterns
of use that are important for everyday communication.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

SStudents are expected to complete 30 to 60 minutes of homework
each week before the next class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (saishiken).
Students cannot use a cell-phone, dictionary, textbook, or notes during
any tests or quizzes. Any students who ignore test instructions will
have their test score cancelled.
Weekly review quizzes 35%
Review test 35%
Homework and class participation 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight High-beginner
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] Abax
[ISBN] 978-1-896942-65-0
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are expected to attend all classes unless they are sick.
Students must participate actively in class and complete class
activities.
Students will need an English-Japanese dictionary to complete
the vocabulary study.
The teacher's office hour is Tuesday period 2: 10:40-12:10.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course introduction. Explanation of homework, practice test.
2. Unit 0. Looking over the course.
3. Unit 1. Talking about likes and dislikes.
4. Unit 2. Getting information, numbers and money
5. Unit 3. Describing family members
6. Unit 4. Telling stories
7. Unit 5. Talking about jobs
8. Unit 6. Routines and schedules.
9. Unit 7. Describing a room.
10. Unit 8. School subjects
11. Unit 9. Giving instructions
12. Unit 10. Describing actions.
13. Unit 11. Explaining plans.
14. Review and practice test.
15. Review test. (35%)
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センナ，マニュエル

◎－－－　概要　－－－◎

In this class, students will improve their speaking, listening, reading,
and writing skills.  By learning to think critically about interesting
topics, students will learn how to participate in small-group
discussions and express their opinions clearly.  Two speaking tests in
weeks 8 and 15 will test oral ability.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 Students will be able to participate in group discussions(技能)

2 Students will be able to express opinions orally and in writing(技能)

3 Students will learn how to be a good listener and give feedback in
English(技能)

4 Students will practice native-like English pronunciation(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework most weeks.  Homework will
focus on preparing for group discussions.  This work will take two
hours every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
Assessment for this course includes:
20% Midterm Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
20% Final Speaking Test (到達目標1,2,3,4)
30% Participation  (到達目標1,2,3,4)
30% Weekly assignments and mini-discussions (到達目標1,2,3,4)

There is no end of term exam (teiki shiken)during the official
examination period.  There will also be no reexamination (sai shiken).

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし
No text required

◎－－－　授業計画　－－－◎

01: Course introduction
02: Movies
03: Social media
04: Social media
05: Apple vs Android
06: Ranking things
07: Prepare for Test
08: Speaking Test 1
09: LGBT
10: Women in the workplace
11: Piracy
12: Drinking Age
13: Video Games and Violence
14: Prepare for Test
15: Speaking Test 2
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on recognition of written and spoken
forms, and on explaining and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight: High-Beginner (3rd edition)
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-029-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 0. Looking over the course. Homework:
textbook and vocabulary study.
3. Unit 1. Quiz 1. Talking about likes and dislikes.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 2. Quiz 2. Fluency with money and prices.
Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 3. Quiz 3. Describing your family.
Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 4. Quiz 4. Talking about things you did.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 5. Quiz 5. Describing occupations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 0 to 5). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 6. Quiz 6. Describing your daily routine.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 7. Quiz 7. Describing occupations.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 8. Quiz 8. Talking about school subjects.
Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 9. Quiz 9. Giving instructions.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 10. Quiz 10. Describing current actions.
Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 11. Talking about the future.
Homework: study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 6 to 11).
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

During lessons, students will practice speaking and listening in small groups and
also with the teacher. Participation in these activities is necessary to gain the skills
that will be tested on the speaking tests.

There will be six homework assignments. The homework will be from the textbook
and on papers made by the teacher. Homework must first be completed in the
textbook and/or on the paper, and second entered into the class internet homepage
by the night before class. Doing this homework will prepare students for class
activities and for the quizzes. On weeks when there is no homework, students will
need to study for quizzes and speaking tests.

There will be five quizzes (short tests of 10-30 questions). The topics of the
quizzes will be the things studied in class and on the homework.

There will be three speaking tests. For the first one, students will speak in pairs,
practicing mostly questions and answers. For the second one, students will speak
with the teacher to show that they have learned the sentence patterns learned in
class. For the last one, students will talk in groups for 10-20 minutes, using all of
the skills practiced during the semester.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students who actively participate in class will be able to have simple
conversations in English about personal and professional topics. (技能)

2. Students will get more vocabulary and grammar knowledge, and improve their
ability to use the knowledge they have for actual communication.(知識・理解)

3. Students will learn strategies to successfully communicate even in difficult
situations with people from around the world.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not accepted).
In weeks where there is no homework, students need to review the textbook and
class activities to study for quizzes and speaking tests. This homework and review
will take at least two hours per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。

1. Quizzes: 20% (到達目標2)
2. Homework: 20% (到達目標2)
3. Speaking test 1: 15% (到達目標1 & 2)
4. Speaking test 2: 15% (到達目標1 & 2)
5. Speaking test 3: 30% (到達目標3)

Note: final scores may be increased or decreased by up to 10% based on
participation in class activities. (到達目標1, 2, & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Students who are absent without a good reason will get a zero on any test or quiz
given on that day. If a student has an emergency (medical, family problem, etc.) or
if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.), then they
must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). If they do, they can
discuss with the teacher about how to make up the thing that they missed.

Students who actively participate in most classes may receive extra points added to
their final grade. Students who are late, who don’t bring their materials, who
sleep, who don't participate in class activities, who use too much Japanese, or who
cause problems in class may lose points from their final grade.

Any student who copies another student on homework, in-class work, or quizzes
will get -5% to their final class grade each time they copy because copying is
cheating. If the person who was copied gave permission to the cheater, that person
will also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Four Corners Level 2B
[Author(s)] Jack C. Richards and David Bohlke
[Publisher] Cambridge University Press
[ISBN] 9781108627726
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Late homework is not accepted except when a student has an
emergency.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to course, explanation of syllabus. Homework 1
assigned.
2) "Yes/No Questions." Quiz 1. Homework 1 due (the night
before class). Homework 2 assigned.
3) "WH-Questions." Homework 2 due (the night before class).
4) "WH-Questions." Quiz 2.
5) Speaking Test 1. Homework 3 assigned.
6) Unit 7. Homework 3 due (the night before class).
7) Unit 8.
8) Unit 8.  Quiz 3.
9) Speaking Test 2. Homework 4 assigned.
10) Unit 10. Homework 4 due (the night before class).
11) Unit 11. Quiz 4. Homework 5 assigned.
12) Unit 12. Homework 5 due (the night before class).
13) Unit 12. Quiz 5. Homework 6 assigned.
14) Speaking Test 3 practice. Homework 6 due in class (no
online assignment).
15) Speaking Test 3.

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

柴田　千秋

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、リーディングと特にライティングを中心に
英語力を養います。日本食・オリンピック・健康維持・少子高
齢化社会など現代日本で関心を持たれる話題を題材とした対話
文を学習した後、文法や語法上の注意点を確認し、慣用表現を
覚えます。その後、各ユニットのトピックに関連した単語や表
現を学習し、英作文問題を解いて表現力を養成していきます。
毎回、学習したユニットの復習の小テストを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な文法や語法、語句や慣用表現を習得する。(知識・理
解)

身近な話題についての簡単な英文を書ける力をつける。(技能)

英文を読んで大意を理解できる。(技能)

自発的に英語学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習については、次回の授業範囲を読んで知らない語句を調
べ、宿題の英作文をする。（３０分）
復習については、前回の授業内容の小テストを行うので復習し
ておく。（４０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業での発表１５％（到達目標③④）
授業中の小テスト５０％（到達目標①②）
定期試験 ３５％（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing Contemporary Topics in 15 Units
[Author(s)]木塚晴夫
[Publisher] 音羽書房鶴見書店
[ISBN] 9784755303791
[Comments]価格1800円（税別)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

前回の課の小テストのためにしっかり復習をしてくる。授
業には必ず辞書を持参する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業の進め方、評価の仕方の説明 / Unit 1  Flourishing
International Tourism
２．Unit 2  Increasing Popularity of Japanese Food Abroad
３．Unit 3  Homestay
４. Unit 4  The Olympic Games and the Paralympic Games
５．Unit 5  The Nobel Prize
６．Unit 6  Keeping in Shape
７．Unit 7  Job Hunting
８．Unit 10  Japan’s Feat of Space Science
９．Unit 11  Japan’s Food Self-sufficiency Rate
１０．Unit 12  A Low Birthrate and an Aging Society
１１．Unit 13  Global Warming
１２．Unit 14  A Widening Gap Between Rich and Poor
１３．Unit 15  Bad Manners
１４．Collocation Exercises
１５．まとめと解説
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

谷岡　敏博

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、英語の読解力と作文力の向上を主眼とする授業
です。
読解力向上については、５文型や動詞にそってスポーツとアス
リートに関するエッセイを読み英語読解力アップを目指しま
す。
　
　作文力向上については、英語の５文型、動詞などの基本文法
等にそった
平易な日本文の英文への転換時の”コツ”を身につけることを
目指します。
教材は、教科書と副教材プリント。練習問題を通して文字通り
の訳では
なく、意味をいかに平易な英語表現や英文で伝えるかの英作力
の習得が
期待できます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　英語の基本である５文型、動詞などにそってエッセイを読
み英語読解力が向上する。
　(技能)

２　様々なスポーツやアスリートについての知識・教養が増
す。
　(知識・理解)

３　日本文の英文への転換時の”コツ”を身につける。特に英
語の動詞の
　　使い方の力の向上。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・本文/長文の予習が望ましい。30分程度で良いです。
・各レッスンの文法問題なども予習的に積極的に挑戦してほし
い。授業中に個
　別に質問、解答チェックに応じます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合で、注意
事項も含め総合評価します。

・期末の定期試験 　・・・　約９０～８５％(到達目標１，
３）
・授業での発表　 　・・・　約１０～１５％（到達目標１．
３）
・ボランティア得点 ・・・　積極的発表に２点/回を加算する
(到達目標３）

注意：欠席過多の場合「授業での発表」の点から減点する場合
がある。
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
　Spotlight on Sports and Athletes

[Author(s)]
  　Mark Thompson
[Publisher]
  　英宝社

[ISBN]
　978-4-269-42054-0
　　
[Comments]
　2013年発行。1800円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業で言及します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・英和、和英辞書持参するとより効率よく受講ができま
す。
・向上心、好奇心を持って授業に臨んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎週の予定
１ オリエンテーション
　　　シラバス解説（授業形式、評価方法他）
２ Baseball ①
　　　本文読解と英作文練習他
３ Baseball ②
　　　本文読解と英作文練習他
４ Basketball ①
　　　本文読解と英作文練習他
５ Basketball ②
　 　 本文読解と英作文練習他
６ Football ①
　　　本文読解と英作文練習他
７ Football ②
　　　本文読解と英作文練習他
８ Soccer ①
　　　本文読解と英作文練習他
９ Socce ②
　 　 本文読解と英作文練習他
10 Golf ①
　 　 本文読解と英作文練習他
11 Golf ②
　　　本文読解と英作文練習他
12 Tennis ①
　 　 本文読解と英作文練習他
13 Tennis ②
　　  本文読解と英作文練習他
14 Figure Skating
　　　本文読解と英作文練習他
15 英作文練習とまとめ他
＊一部順番が入替るか会話形式の作文の時間(1̃2時間)に
とって代わる場合がある。
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will develop their reading, visual literacy and writing skills.
There will be homework each week. Homework will include review
of lesson content, vocabulary practice, reading and writing. There will
be a 中間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to read a short passage and understand simple
visuals.(技能)

2. Students will be able to write their opinions on a variety of
topics.(技能)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand a
variety of real life situations.(知識・理解)

4. Students will actively engage in English learning to improve their
study  skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading graded readers (30 min), writing book reports (15 min) and
studying vocabulary on Quizlet (25 min). Students should review the
content of the textbook and vocabulary which has been taught in class
(50 min). In addition, students should prepare for the 中間 test in
week 8 and final test in week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2, 3 & 4)
20% Homework and book reports (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% 中間 Test (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% Final Test (到達目標1, 2, 3 & 4)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, homework, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking
Foundations A  (Second Edition)　
[Author(s)] Laurie Blass & Mari Vargo
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-0-35-736603-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should bring their graded reader to class every week
and submit four book reports (details will be given in class).
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class. Please write your name, student number and class
on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: introduction and course outline. HW
(Homework): student profile and vocabulary.
2. Unit 1 Our World Reading 1. HW: reading and vocabulary.
3. Unit 1 Our World Reading 2. HW: reading and vocabulary.
4. Unit 1 Our World Writing. HW: review Unit 1, book report
and vocabulary.
5. Unit 2 Career Paths Reading 1. HW: reading and vocabulary.
6. Unit 2 Career Paths Reading 2. HW: reading and vocabulary.
7. Unit 2 Career Paths Writing. HW: review Unit 2, book report
and vocabulary.
8. 中間 Test: Units 1 & 2 (25%)
9. Unit 3 Adventure Reading 1. HW: reading and vocabulary.
10. Unit 3 Adventure Reading 2. HW: reading and vocabulary.
11. Unit 3 Adventure Writing. HW: review Unit 3, book report
and vocabulary.
12. Unit 4 The Visual Age Reading 1. HW: reading and
vocabulary.
13. Unit 4 The Visual Age Reading 2. HW: reading and
vocabulary.
14. Unit 4 The Visual Age Writing. HW: review Unit 4, book
report and vocabulary.
15. Final Test: Units 3 & 4 (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.eltngl.com/sites/pathways/student-resources/
reading-and-writing/foundations/student-book-audio-
foundations)



2019-SJ00009611-B0インターミディエイト・イングリッシュⅠ「G R&W-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとライティングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、様々な素材
を読解し、書く訓練を通し、英語特有の表現を着実に身に着け
る。毎回の訓練によって、様々な状況下（ビジネス、職場での
やりとり、論文作成等）で適切な英語表現を使い分け、英語を
意思発信の「ツール」として自由に使用できるようになること
を目標とする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、小テストを行うので、指示のあった箇所の復習を各自で
必ず行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（本授業は、グループワークが中心となりま
す。グループワークが円滑に進められている場合は、その姿勢
を高く評価します。）

小テスト20％　（合計10回。ディクテーションやショートエッ
セイなど、授業で扱った素材からの出題です。事前に指示しま
すので、授業終了後、各自必ず自宅学習をして臨むこと。毎回
の小テストは、10点満点で、そのうち6点以上で合格としま
す。5点以下だと成績に反映されません。）

クラス内テスト40％（Reading 20%, Dictation 20%）

※尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
※授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価が
できないため、単位取得が難しくなる場合があります。
※授業中には、教員が教室を巡回します。遅刻や居眠り、ス
マートフォンの使用、授業内容とは関係のない私語等を発見し
た場合は、平常点から減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. ニュースの英語
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括



2019-SJ00009611-B1インターミディエイト・イングリッシュⅠ「G R&W-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　使用テキストは、アスリートについて知りながら、英語力を
つけていくことを目指す教材です。
　聴きとり問題、正誤問題、文法問題を含めての問題を解き、
読んだり、聴いたりしているうちに、必ず力がつくはずです。
テキストには英語の質問や、注釈がたっぷりついています。
　毎回、小テストをします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

有名なスポーツ選手に対する一般的知識をつけます。(知識・
理解)

英語、とくに読解とリスニングの力をつけます。(技能)

積極的な態度で授業を受けます。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

学習したばかりのものが頭脳に効率よく定着するように、でき
れば当日中に復習をする習慣を身につけましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加態度、小テストなど平常点　50%
定期試験　50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Publisher]開文社出版
[ISBN]978-487571-737-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎回ひとつずつunitをこなします。
1.名詞・代名詞　Yuzuru Hanyu
2.be動詞  Ayumu Hirano
3.規則動詞　Nao Kodaira
4.不規則動詞　Kei Nishikori
5.完了形　Sori Yoshida
6.未来形　Sara Takanashi
7.法助動詞　Takuya Haneda
8.受動態　Kouhei Uchimura
9.不定詞 Daichi Ohsera
10.動名詞 Ayumu Goromaru
11.分詞　Shingo Kunieda
12.比較　Takahashi & Matsutomo
13.関係詞　Yoshihide Kiryu
14.接続詞　Kasumi Ishikawa
15.まとめ



2019-SJ00009611-B2インターミディエイト・イングリッシュⅠ「G ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

上野　文

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語資格検定試験のうち、特に社
会的ニーズが特に高いと思われるTOEIC L&R TESTの受験を念
頭に、実践的なトレーニングを中心とした授業を行います。
テーマ毎に構成された問題を数多く解答することで、テスト形
式に慣れるだけではなく、基礎的な英語力の向上も目指しま
す。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC受験に対応できる語彙をより多く身に付ける。(知
識・理解)

②TOEIC形式のリスニング問題に慣れ、英語をより正確に聞き
取ることができる。(技能)

③TOEIC形式のリーディング問題に慣れ、英文を素早く読んで
解答することができる。(技能)

④音読や書き取りの練習を通して基礎的な英語力を定着させ
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習　「次回の授業で扱うUnitの文法及びリーディング問題を
あらかじめ解いておくこと。」（40分）

復習　「授業で新しく学習した単語を覚える、文法事項の復
習。」（40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：10％（到達目標①②③④）
：授業態度、発表の仕方などを総合的に評価します。

復習小テスト：30％（到達目標①②）
：授業で扱った語彙の復習テスト及びTOEIC形式のリスニング
テストを行います。
　　　
定期試験：60％（到達目標①③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC L&R TEST All in
One
[Author]Koji Hayakawa
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]9784342550157
[Comments]テキスト価格　1,700円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業にはテキストを購入の上、出席すること。
授業には必ず以下のものを持参すること。
①テキスト
②辞書（電子辞書可）
③筆記用具

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
　　TOEIC L&R TESTの概要説明
２．Unit１
　　人物の動作と状態、表・用紙について
３．Unit２
　　疑問詞を使った疑問文、広告について
　　単語テスト①
４．Unit３
　　日常場面での会話、品詞について
５．Unit４
　　アナウンス・ツアー、動詞について
６．Unit５
　　物の状態と位置、チャットについて
　　単語テスト②
７．Unit６
　　基本構文、手紙・Eメールについて
８．Unit７
　　電話での会話、代名詞・関係代名詞について
９．Unit８
　　ラジオ放送・宣伝、接続詞・前置詞について
　　単語テスト③
１０．Unit９
　　Yes/No疑問文、ダブルパッセージについて
１１．Unit１０
　　オフィスでの会話①、Part５の復習
１２．Unit１１
　　留守番電話、トリプルパッセージについて
１３．Unit１２
　　オフィスでの会話、Part７の復習
１４．Unit１３
　　Part１とPart２の復習、時制・代名詞・語彙問題
　　リスニングテスト
１５．前期の復習

　　



2019-SJ00009611-B3インターミディエイト・イングリッシュⅠ「G ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

マキネス，スコット

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will study a variety of test-taking techniques
for the TOEIC test. Students must participate in every lesson in all
activities. One unit from the textbook will be studied every week.
Students are expected to follow the class rules and study hard during
the lesson.

There will be a weekly mini-quiz at the beginning of every class. Each
quiz will include previously learned vocabulary and idioms.
Completing all of the assignments, as well as regularly attending class
will be necessary to do well on the quizzes.

Homework will consist mainly of learning new vocabulary words, and
using them effectively in a variety of situations. Homework will be
checked often.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will improve their English test-taking skills.(技能)

Students will gain more confidence in using English in everyday
situations.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students are expected to do the assigned homework each week, and
review the upcoming units in the textbook before class.　This should
only take between 30 minutes to an hour every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Participation & Attitude ‒ 40%
Homework ‒ 10%
Weekly Quizzes ‒ 20%
Final Test ‒ 30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　1. Complete Tactics for the TOEIC Test 2. A Shorter
Course in Everyday Vocabulary Quizzes
[Author(s)]　1. Ishii/Yamaguchi
2. Sato, S.
[Publisher]　1. Seibido
2. Nan'un-do
[ISBN] 1. 978-4-791-94637-2
2. 978-4-523-17668-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, dictionary, clear file, B5
notebook, and writing materials to every class. Students must not
forget these items, sleep in class, or be more than ten minutes
late. Students should email the teacher if they will be absent two
or more times.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. Daily Life
3. Places/quiz
4. People
5. Travel
6. Business/homework check/quiz
7. Office
8. Technology
9. Personnel/quiz
10. Management
11. Purchasing
12. Finances/homework check/quiz
13. Media/Entertainment
14. Health/Restaurants
15. Review



2019-SJ00009611-B4インターミディエイト・イングリッシュⅠ「G C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　英文を話したり、書いたりする上で、最低限の文法能力が必
要とされるのは言うまでもありません。インターネットと電子
メールの発達によって、読む力がこれまで以上に求められてい
ます。日常生活とビジネスで求められる英文読解力を養成して
いきます。リスニングのパートでは、英語を正確に聴き取るこ
とに重点をおきます。また、英会話で頻出する表現に親しむこ
とで、自然に会話力の養成につながります。
　教室では、教材学習に加えて、時間に余裕があれば、英単語
の復習（インターネット利用）なども行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①　大学英語の文法知識を身に付ける。(知識・理解)

②　大学レベルの英語を聞き取ることができる。(技能)

③　大学レベルの英語を読み解くことができる。(技能)

④　授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　予習段階では、自宅や大学のパソコンを使用して、grammar,
reading, listeningの問題を学習します（60分）。
　復習段階では、一回で合格することができなかったレッスン
を中心に、定期的にe-learningの問題を解きなおしてください
(30分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平素の学習状況５０％：授業中の学習への取り組みおよびコ
ンピュータの学習履歴によって、主体的に学習に取り組んでい
るかを評価します。
・復習テスト５０％：リスニング、文法、リーディングの問題
を通して、上記の英語スキルが身についているかどうかを評価
します。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]Really English
[ISBN]
[Comments]5000円程度。インターネット教材であるために
ISBNはない。後期も同じ教材を使用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中の携帯電話使用と学習内容と無関係のサイトの閲覧
を禁止します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1ガイダンス（登録）と実力診断テスト
2ビジネス１
3ビジネス２
4ビジネス３
5ビジネス４
6余暇と娯楽１
7余暇と娯楽２
8余暇と娯楽３
9余暇と娯楽４
10旅行と交通１
11旅行と交通２
12旅行と交通３
13旅行と交通４
14復習テスト
15 まとめ及び追試験



2019-SJ00009612-A7インターミディエイト・イングリッシュⅡ「G R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

大津　隆広

◎－－－　概要　－－－◎

語彙力と文法知識を補強しながら、リーディングおよびライ
ティングの学習を行います。リーディングの学習では、英語特
有の論理的展開やパラグラフの構成に注意を払い、書き手の意
図を把握しながら英文を読む力を養成します。ライティングの
学習では、適切な語彙や文法知識を用いてセンテンスを書く技
能から、100語程度の短い英語のパラグラフを書く技能までを
養成します。さらに、リーディングの際に英文の構造に焦点を
当てることで、リーディング力とライティング力を有機的に組
み合わせます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リーディングやライティングに必要な文法および語彙の意味
と使い方を理解している(知識・理解)

②パラグラフの構成や要旨、書き手の意図を理解しながら英文
を読むことができる(技能)

③英文を読みながら、ライティングに必要な英文の構造に焦点
を当てることができる(技能)

④英文法の知識や適切な語彙を用いて、短い英文を書くことが
できる(技能)

⑤100語程度の英語でパラグラフを書くことができる(技能)

⑥自律的な英語学習者となるために、積極的に英語学習に取り
組むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習] (60分) 次の週に授業を行うUnitのPart 1とPart 2の練習問
題を解答する。重要語彙とUnit内の語彙をノートにまとめる。
[復習] (30分) Unit内の語彙と学習者自身のライティングのヒン
トとなる英文について、ノート作成を完成させる。
留意点：その週の[復習]と次の週の[予習]を同時に行わず、週2
回に分散させて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価は、各到達目標の達成度を基準とした下記の方法と割
合により行います。
（１）学習状況（受講状況、積極的な学習態度) 20%（到達目
標⑥）
（２）パラグラフ・ライティング（2回）30%（到達目標
①⑤）
（３）定期試験 50%（到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Simply Reading, Simply Writing
[Author(s)] Terry O'Brien 他
[Publisher] Nan'un-Do
[ISBN] 9784523178057
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（１）授業には、テキスト、辞書、ノートを必ず持参して
下さい。
（２）英語の学習は継続性と積極性が重要です。学習者が
自ら学ぶ姿勢「自律学習（アクティブ・ラーニング）」を
期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 (9/16) 授業内容、予習・復習方法、ノートの取り方
の説明（テキスト・辞書・ノートを必ず持参）/ Unit 1に目
を通しておくこと
Week 2 (9/23) Unit 1（代名詞、冠詞） / 必須語彙1-10
Week 3 (9/30) Unit 2（現在時制・過去時制） / 必須語彙
11-20
Week 4 (10/ 7) Unit 3（所有格） / 必須語彙21-30
Week 5 (10/21) Unit 4（否定） / 必須語彙31-40
Week 6 (10/28) Unit 5 （itの用法）/ 必須語彙41-50
Week 7 (11/11) Unit 6（Review）
Week 8 (11/18) Paragraph Writing (1)
Week 9 (11/25) Unit 7（過去時制） / 必須語彙51-60
Week 10 (12/ 2) プレイスメント・テスト
Week 11 (12/ 9)Unit 8（進行形） / 必須語彙61-70
Week 12 (12/16) Unit 9（形容詞・副詞） / 必須語彙71-80
Week 13 (12/23) Unit 10（命令文） / 必須語彙81-90
Week 14 (12/25) Unit 11（比較） / 必須語彙91-100
Week 15 (1/ 6) Paragraph Writing (2)



2019-SJ00009612-A8インターミディエイト・イングリッシュⅡ「G R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

永野　美子

◎－－－　概要　－－－◎

このコースにおいて学生は、英語の4つの技能のうちリーディ
ングとライティングの練習をしながら、基礎的な英語力を身に
付けていく。
テキストの内容に沿って、ヨーロッパ（特にイギリス）の生活
文化についてのパラグラフを読み、そのなかに登場する表現を
基にしたライティングの練習を行いながら、そこで必要とされ
る文法事項をも学んでゆく。そして、自分で書いた英文を暗記
することで、自分自身がヨーロッパに旅行した時にも役に立つ
ような言い回しを学習することができるであろう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①自ら積極的にテキストを使った学習をするようになる。(態
度・志向性)

②テキストの読解問題に正確に答えられる。(技能)

③テキストの英作文の練習問題を正確に解答することができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で取り扱われるテキストの章の全体に目を通
し、できるだけ自分で解答しておく。わからない単語や表現
は、辞書で調べておく。（45分）
復習：授業で学習した部分を読み返す。新しく習った単語や表
現は、自分の単語カードなどに書き写し、それを持ち歩くなど
して、覚えるようにする。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点（受講態度・授業外学習の出来具合）：50％（到達目標
①②③）
定期試験結果：50％（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Indicator 1
[Author(s)]T.O'Brien, K.Mihara, K.Maeda, H.Kimura
[Publisher]Nan'un-do
[ISBN]978-4-523-17853-8
[Comments]2018年発行　2000円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・必ず自分のテキストと辞書を持って授業に出席するこ
と。（スマートフォンの辞書アプリの使用を禁じます。）
・自主発表をするなどの、積極的な受講態度が高く評価さ
れます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．コース概要説明、
　　テキストUnit 1 The Royal Family
２．Unit 2 The Beatles
３．Unit 3 Very Cold
４．Unit 4 Euro Money
５．Unit 5 To Your Health
６．Unit 6 Recycling
７．Unit 7 The UK
８．Unit 8 A Quiet Life
９．Unit 9 My Company
10. プレイスメントテスト
11. Unit 11 Business Trips
12. Unit 12 Get It Cleaned
13. Unit 13 A Storm
14. Unit 14 The Media
15. Unit 15 Sightseeing
　　但し、受講生の活動状況に応じて進み具合が
　　多少変更される場合もある。



2019-SJ00009612-A9インターミディエイト・イングリッシュⅡ「G R&W-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

川口　千富美

◎－－－　概要　－－－◎

リーディングの学習では、英語特有の論理的展開に注意しなが
ら、正確な内容を理解出来る力を養成します。英文の内容は国
内外の多岐に渡る分野のテーマで構成されているので、その背
景となる知識も含めて、問題意識を深めつつ英文を読み解く力
を養います。また、ライティングの学習では、比較的短いセン
テンスの文法構成に重点を置いて、英文を作成する能力を身に
つけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文の内容を正確に出来るだけ早く理解するトレーニングを積
み、速読力を身につける。
 (技能)

実践的な英文の内容を理解するのに必要なボキャブラリーを増
やす。(知識・理解)

自発的、及び積極的に英語学習に取り組むことが出来るように
なる。
(態度・志向性)

英文の構造を正確に理解し、簡単なセンテンスの組み立てが出
来るようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、単語の意味を調べ、練習問題の解答
を用意し、さらに授業を受けた後復習をしておくこと。
予習：次の回でするUnitの本文（単語の意味調べを含む）、及
びPost-Reading tasks に５０分。
復習：学習したUnitのすべての復習に５０分。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
　
・平常点　:　30％（学習状況、復習小テスト等）到達目標
①②④
・定期試験： 70％（英文内容の正確な把握と英文法理解）
 　　　　　　　　　到達目標①③④　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] English Stream (Elementary)
[Author(s)] 竹内理 / 住政二郎　他
[Publisher]　金星堂
[ISBN] 9784764740792
[Comments]テキスト価格　￥1,800（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、授業の終わりに次回の予習範囲を言い渡すので、
必ずその範囲の予習をして授業に臨むこと。
・授業には必ず辞書を持参すること。（スマートフォンを
辞書代わりに使用することは禁止。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction : 授業の進め方、出欠評価　　　　　　　　
　　　などについての説明
2. Unit  1 : パラグラフの構造と理解
3. Unit  2 : 原因と結果を述べる
4. Unit  3 : 経験を語る（物語）
5. Unit  4 : 分類しながら説明する
6. Unit  5 : 時事ニュース
7. Unit  6 : 手順を説明する
8. Unit  7 : 事実を時系列に沿って説明する
9. Unit  8 : 定義を示して例示する
10.プレイスメントテスト　　　　　　
11.Unit  9 : e-mailを読む
12.Unit 10 : 比較する
13.Unit 12 : コミュニケーションスタイル
14.Unit 14 : 経済記事を読む
15.Unit 15 : 科学 / 授業のまとめ



2019-SJ00009612-B0インターミディエイト・イングリッシュⅡ「G R&W-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

ハラン，トーマス

◎－－－　概要　－－－◎

Each lesson will aim to improve learners’ reading skills and to
develop the ability to understand short English passages. There will be
a 10 point quiz after each unit.

◎－－－　到達目標　－－－◎

The goal of this course is to develop students’ reading and writing
skills and to increase basic vocabulary for reading and understanding.
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students with be given articles to read from the text including writing
practice exercises for homework. Students should spend at least one
hour on homework per week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Weekly Quizzes 80%
Final Exam 20%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]World English Intro A
[Author(s)]Martin Milner
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]978-1-305-08951-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Do not be late for class

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Friends and family: present tense- I am, Are you?
Week 2: Jobs and sports: contractions ‒ They’re, I’m etc
Week 3: Homes and Apartments : there is vs there are
Week 4: Identifying personal possessions: demonstratives
adjectives
Week 5: Daily activities: wh - questions ‒ time expressions
Week 6: Getting there: prepositions of place - city landmarks
Week 7: Pastimes: present continuous - I’m watching
Week 8: Clothes: Can/ could  ( polite requests)- expressing likes
and dislikes / meals: some , many
Week 9: Placement Test
Week 10: Health: Review of simple past ‒common illnesses
Week 11: Making Plans be going 
Week 12: Making plans: special days ‒ be going to
Week 13: Biographical info: simple past ‒ went, moved
Week 14: Talking about sportsmanship
Week 15: Test preparation



2019-SJ00009612-B1インターミディエイト・イングリッシュⅡ「G R&W-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

上村　隆一

◎－－－　概要　－－－◎

　スポーツに取り組むことと英語を身につけることは、大変似て
います。スポーツにおいては、トレーニングを通して、スキル、
体力、スピードそして持久力のような基礎作りが必要とされま
す。英語学習においても、様々な学習活動やコミュニケーション
を通して、文法、発音、聞き取りなどの基礎的スキルを習得する
ことが重要となります。
　この授業では、「英語を学ぶ」こと自体よりも「英語で学ぶ」
ことに重点を置き、あえて英文のみで構成されるテキストを用い
て、多様なスポーツの種目別に基礎用語、ルール、歴史、競技記
録などの英語表現を個別トレーニング形式とグループ学習・発表
形式の両方で学んでいきます。各単元の学習項目は以下のように
なります。

・Reading - スポーツ種目別トピックの英文エッセイ（動機付け目
的）

・Need to know words - Readingに含まれるスポーツ用語などの
チェックリスト

・Understanding the passage - Readingの内容理解に関する練習問題

・Activities - リスニングとライティングを中心としたグループ学
習、口頭発表

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語を通じてスポーツに関する知識を習得することができる。(知
識・理解)

教材を通して、英語の基礎的なリーディング能力と発信力を向上
させることができる。(技能)

英語によるコミュニケーション活動を楽しみ、モチベーションを
高めることができる。(態度・志向性)

「英語を学ぶ」段階から「英語で学ぶ」段階へのステップアップ
につながる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書各単元リスニング音声チェック、設問チェック（60
分）
復習：小テスト（ディクテーション、語彙問題）出題内容のレ
ビュー確認（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合
により成績評価します。

毎回授業時実施のオンライン小テスト    30%
復習テスト（計2回） 50%
授業時提出物 20%

（備考）このクラスは定期試験期間中には試験を実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Matthew, J. Cotter et al.
Sports and English - Communicating with the World.  Nan'undo
Publishers.
冊子体教科書は使用せず、ウェブ教材とe-Learning教材を
併用します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

PC 教室での授業につき、データ保存、小テスト、課題提
出時のバックアップ用に USB メモリ(容量
4GB 以上）が必要です。毎回授業時に忘れず持参してくだ
さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業ガイダンス、オンライン学習説明
2. Warming Up
3. Sports Nutrition
4. Sevens Rugby
5. Athletics
6. Weight Training
7. Sports Supplements
8. 復習テスト [1]
9. Swimming
10. プレースメントテスト
11. Judo
12. Sports Psychology
13. The Paralympic Games
14. Gymnastics
15. 復習テスト[2]



2019-SJ00009612-B2インターミディエイト・イングリッシュⅡ「G ESP-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

岩崎　一恵

◎－－－　概要　－－－◎

わが国で実施されている各種英語検定試験の受験を念頭に置
き、リスニング分野、リーディング分野のトレーニングを通し
て、語彙の拡充、文法事項の確認、さらに文化的背景の理解を
深めることにより、英語の総合力の増強を図ります。1年次に
学習した内容を踏まえて、さらに高度な内容に取り組み、スコ
アアップを目指します。テキストはTOEIC受験に備えたものを
用いますが、プリントなどによりTOEFL、STEP、IELTSの問題
演習なども行います。原則として、毎回ミニテストを行いま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

各種主要英語検定の目的・特徴・違いを知ることができる(知
識・理解)

TOEIC Testの出題形式の特徴を知ることができる(知識・理解)

TOEIC TestのPart 1̃7のそれぞれの解放のコツを習得できる(技
能)

1年次の学習より高度な学習を行うことにより、さらにレベル
アップした英語力が習得できる(技能)

予習をすることにより、授業において自分の着目すべきポイン
トがわかる(技能)

復習をすることにより、英語力を確実なものにすることができ
る(技能)

自律的な英語学習を行うことによって、緊張感をもって、積極
的に授業参加できるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は必須です。授業は予習（60分）をしてきていることを前
提に行います。次の授業で行うUnitの各演習を行ってきます。
詳しい予習のやり方は初回の授業で指示します。予習において
はテキストの問題演習を行い、特に「自分が良く分からないと
ころはどこなのか」を明らかにしましょう。また、ミニテスト
のために復習（30分）を行ってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
授業中の活動（受講態度・授業への貢献度・小テスト）…30％
最終総合試験(インクラス)…30%
定期試験…40％
上記の割合を目安とする。ただし、本時受講期間中に各種英語
検定試験を受験した場合、その結果の証明を添えて報告した場
合、これを成績評価に加味することがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]THE COMPREHENSIVE STRATEGY FOR THE TOEIC
L&R Test
[Author(s)]Emiko MATSUMOTOほか
[Publisher]三修社
[ISBN]978-4-384-33490-6
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業はテキストを持参のうえ、必ず出席すること。
毎時間テキスト・辞書・筆記用具（鉛筆・消しゴム）など
を持参すること。授業中の携帯電話・スマートフォン・タ
ブレットなどの使用、ほかの授業の予習復習など本時に関
係のない行為、飲食などは禁止。欠席・遅刻・授業中のト
イレ退出は厳に慎むこと。その他詳細については、初回の
授業で説明します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業ガイダンスと各種検定試験の概要な
ど）
2. Unit 1 疑問詞
3. Unit 2 社内アナウンス・確認テスト1
4. Unit3 ガイドツアー・確認テスト2
5. Unit 4 ラジオ広告・確認テスト3
6. Unit 5 交通情報・確認テスト4
7. Unit 6 ダブルパッセージ・確認テスト5
8. Unit 7 関係詞・確認テスト6
9. Unit 8 代名詞・確認テスト7
10. プレイスメントテスト・確認テスト8
11. Unit 9 相関語句・確認テスト9
12. Unit 10 比較・最上級・確認テスト10
13. Unit 11 スピーチ・確認テスト11
14. Unit 12 音声ガイド・確認テスト12
15. インクラス最終総合試験



2019-SJ00009612-B3インターミディエイト・イングリッシュⅡ「G ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

行時　潔

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC Test のスコアアップのため実際のテスト形式に即した問
題を数多く解く練習を通して、グローバル社会に対応できる英
語運用能力を身に付ける。リスニングの力を向上させる対策と
して、英語を単に聞きながら問題を解く練習をするだけでな
く、リスニング、発音練習、音読のトレーニングを毎回の授業
で行う。リーデイングテストの対策としては、本テキストに出
てきているTOEIC Test 頻出語句、構文、文法事項を修得し、英
文を正確に速読できるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①リスニングや音読などのトレーニングを繰り返すことで英語
の速度やリズムに慣れ、英語ネイテイブの「生の英語」を聞き
取ることができる。(技能)

 英単語や構文そして英文法の基礎的な知識を学び、英文の内容
を正確に早く読むトレーニングを積み、速読力を身に付けるこ
とができる。(知識・理解)

 自律的な英語学習者になるよう、自ら積極的に英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で行うUnitのListeningに関する問題については
音声を聴きながら解くこと。Readingに関する問題について
は、各自時間を決めて辞書を使わずに解いた後、覚えていな
かった単語を辞書で調べながら全て解いてくること。（４５
分）

復習：学習したUnitのListeningに関する問題については音声を
聴きながら音読やシャドーイングの練習を繰り返し行うこと。
Readingに関する問題の間違えた箇所は必ず確認し確実に身に
付けること。（４５分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価する。
　・平常点：２０％（到達目標 ）
　・前半の復習テスト：４０％（到達目標① ）
　・授業14回目のリスニングテスト：２０％（到達目標①）
　・定期試験：２０％（到達目標 ）

前半の復習テストや授業14回目のリスニングテストを欠席しな
いようにすること。

欠席や遅刻は学習状況や課題発表の評価を妨げるので、欠席は
１回につき２点減点、３回の遅刻は１回の欠席とみなす。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC L&R TEST
BEGINNER
[Author(s)]　早川　幸治、岸　洋一
[Publisher] 金星堂
[ISBN]９７８－４－７６４７－４０８８－４
[Comments]２０１９年発行　１９００円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業中に行う音読の練習の際は必ず声を出すこと。

辞書としてスマホやタブレット端末などを使うことは認め
ないので、必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1回目：オリエンテーション（Unit 1 を行いながら授業の
進め方、使用テキスト、成績評価などの説明をする。）
2回目：Unit 2  Dining Out
3回目：Unit 3  Shopping
4回目：Unit 4  Entertainment
5回目：Unit 5  Advertising
6回目：前半のまとめ
7回目：前半の復習テスト
8回目：Unit 6 Events
9回目：Unit 7 Daily Life
10回目：プレイスメント・テスト
11回目：Unit 8 Media
12回目：Unit 9 Recruiting
13回目：Unit 10 Production & Sales
14回目：リスニングテスト
15回目：後期の総まとめ



2019-SJ00009612-B4インターミディエイト・イングリッシュⅡ「G C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

就職活動やビジネス社会においてますます英語力（TOEICのス
コア）が重要視されてきている。そこで本授業では，e-learning
教材を使用して，TOEICに必要とされる，英語の文法力，リー
ディング力，リスニング力を高める。またTOEIC形式の問題を
解くことで，TOEICに対応出来る力も養う。なお，全教材のう
ち，授業で扱うユニットと自宅学習用のユニットの両方で全48
ユニットを学習する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な語彙および文法について理解している(知識・理解)

英語の文章を読んで理解することができる(技能)

英語の文章を聞いて情報を得ることができる(技能)

授業内外で自主的に英語学習を行うことができる(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：レッスンプランに従って，2レッスンの学習を行う （60
分）
復習：授業中に学習した内容について，復習を行う（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

1.　授業貢献度　10%
2.　学習履歴　20%
3.　Moodle 上の eポートフォリオ　20%
4.　復習テスト　50%

２・４で，基本的な語彙・文法の知識があるかどうか，および
読解・リスニングによる情報収集力があるかどうかについて，
また，１・３で自習的な英語学習態度を評価する。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　総合英語TOEICテスト対策コース
[Author(s)]
[Publisher]　リアリーイングリッシュ
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. ビジネス１
3. ビジネス２
4. ビジネス３
5. ビジネス４
6. 余暇と娯楽１
7. 余暇と娯楽２
8. 余暇と娯楽３
9. 余暇と娯楽４
10. プレイスメントテスト
11. 旅行と交通１
12. 旅行と交通２
13. 旅行と交通３・４
14. 最終テスト
15. まとめ



2019-SJ00009613-A4インターミディエイト・イングリッシュⅢ「G R&W-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

This course concentrates on the improvement of students’ skill in
reading and writing in English. The textbook is composed of eight
units, with each unit focusing on a different topic and new skills for
reading and writing.
Homework will be given at the end of each class. A short test will be
given every 4 weeks, so students must review course content after
each lesson.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will learn necessary skills and strategies for reading and
writing. (技能)

2. Students will actively engage in English learning to become an
autonomous English learner.(態度・志向性)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand
current world issues.(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

After each class, students should review its content (30 minutes),
finish the homework (30 minutes), prepare for the related test (30
minutes), learn key words of the next unit (30 minutes), and prepare
for the presentation next time (40 minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Class participation (Q&A): 10% (到達目標2)
Discussion and presentations (3 times): 40% (到達目標2, 3)
Tests completed in class and homework: 35% (到達目標2, 3)
Final writing and reading practice: 15% (到達目標1, 3)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Writing for fluency and accuracy
[Author(s)] Andy Boon
[Publisher] Cengage learning
[ISBN]978-4-86312-306-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Dictionaries on mobile phones are not allowed to use during classes.

Every four weeks, before the class starts, students will have a test related to the
content of the previous classes.

Each week, before the class ends, students will also be assigned　homework for the
next week. Finish homework carefully, because the score of homework is related to
the final score.

Students must come to class during test weeks, because the score of tests will be
calculated into the final score.

There is no end of term examination (teiki shiken) during the official examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).

The teacher's office hour is on Fridays, period 3 (13:00̃14:30).

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1
Introduction

Week 2
Discussion and presentation: Self-introduction/ Unit 1 Narrative paragraphs/
Homework: questions on page 14

Week 3
Discussion and presentation: Memories/ Unit 2 Narrative paragraphs / Homework:
questions on page 19

Week 4
Discussion and presentation: Friends/ Unit 3 Descriptive paragraphs/ Homework:
questions on page 21

Week 5
Discussion and presentation: Places/ Unit 4 Descriptive paragraphs/ Homework:
questions on page 32

Week 6
Unit 5̃6: Compare and contrast paragraphs

Week 7
Test 1 [Unit 1̃6]/ Reading practice

Week 8
Discussion and presentation: Habits/ Unit 7 Cause and effect paragraphs

Week 9
Discussion and presentation: Relationships/ Unit 8 Cause and effect paragraphs/
Homework: questions on page 59

Week 10
Reading practice

Week 11
Discussion and presentation: Routines/ Unit 9 Summary paragraphs/ Homework:
questions on page 74

Week 12
Discussion and presentation: Jobs/ Unit 10 Summary paragraphs/ Homework:
questions on page 76

Week 13
Discussion and presentation: Issues/ Unit 11 Opinion paragraphs

Week 14
Test 2 (Chapter 6̃11)/ Unit 12 Opinion paragraphs

Week 15
Final presentation/ final writing and reading practice



2019-SJ00009613-A5インターミディエイト・イングリッシュⅢ「G R&W-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will develop their reading, visual literacy and writing skills.
There will be homework each week. Homework will include review
of lesson content, vocabulary practice, reading and writing. There will
be a 中間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to read a short passage and understand simple
visuals.(技能)

2. Students will be able to write their opinions on a variety of
topics.(技能)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand a
variety of real life situations.(知識・理解)

4. Students will actively engage in English learning to improve their
study  skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading graded readers (30 min), writing book reports (15 min) and
studying vocabulary on Quizlet (25 min). Students should review the
content of the textbook and vocabulary which has been taught in class
(50 min). In addition, students should prepare for the 中間 test in
week 8 and final test in week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2, 3 & 4)
20% Homework and book reports (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% 中間 Test (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% Final Test (到達目標1, 2, 3 & 4)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, homework, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking
Foundations A  (Second Edition)　
[Author(s)] Laurie Blass & Mari Vargo
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-0-35-736603-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should bring their graded reader to class every week
and submit four book reports (details will be given in class).
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class. Please write your name, student number and class
on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: introduction and course outline. HW
(Homework): student profile and vocabulary.
2. Unit 1 Our World Reading 1. HW: reading and vocabulary.
3. Unit 1 Our World Reading 2. HW: reading and vocabulary.
4. Unit 1 Our World Writing. HW: review Unit 1, book report
and vocabulary.
5. Unit 2 Career Paths Reading 1. HW: reading and vocabulary.
6. Unit 2 Career Paths Reading 2. HW: reading and vocabulary.
7. Unit 2 Career Paths Writing. HW: review Unit 2, book report
and vocabulary.
8. 中間 Test: Units 1 & 2 (25%)
9. Unit 3 Adventure Reading 1. HW: reading and vocabulary.
10. Unit 3 Adventure Reading 2. HW: reading and vocabulary.
11. Unit 3 Adventure Writing. HW: review Unit 3, book report
and vocabulary.
12. Unit 4 The Visual Age Reading 1. HW: reading and
vocabulary.
13. Unit 4 The Visual Age Reading 2. HW: reading and
vocabulary.
14. Unit 4 The Visual Age Writing. HW: review Unit 4, book
report and vocabulary.
15. Final Test: Units 3 & 4 (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.eltngl.com/sites/pathways/student-resources/
reading-and-writing/foundations/student-book-audio-
foundations)



2019-SJ00009613-A6インターミディエイト・イングリッシュⅢ「G R&W-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　スポーツにまつわるテーマのリーディングを中心とする教材
を用いて、スポーツの背景にある文化や歴史に対する興味を喚
起し、同時に英語の４技能のうち、リーディングとライティン
グの力を養成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．スポーツという身近なテーマのパッセージを読むことに
よって、リーディング力が身につく。(技能)

２．スポーツの背景にある興味深い文化や歴史について理解す
る。(知識・理解)

３．日常会話表現を英語で書くことができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回で扱うUnitの冒頭にあるVocabulary QuizとPre-
reading Preparationに取り組んでおくこと。
復習：学習したUnitの語彙をまとめて、小テスト（語彙）に備
えておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によって
成績を評価します。
・平常点（学習状況、授業中の質疑応答）：２５％（到達目標
１，２，３）
・小テスト：２５％（到達目標１，３）
・定期試験：５０％（到達目標１，２，３）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Spotlight on Sports
[Author(s)]Allan,A.,Y.Kubo,T.Furukawa&S.Hayashi
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4026-6
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、小テストとしてListening Testをします。また、復習
テストとして前の回の授業の復習（Vocabulary Test)をしま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction:　授業の進め方
２．Unit 1: The Long Wait
３．Unit 2: Olympic Volunteers
４．Unit 3: Male Sports? Female Sports?
５．Unit 4: Competition
６．Unit 5: A Glamorous Life?
７．Unit 6: Energy Drinks
８．Unit 7: Helping Your Opponent
９．Unit 8: Ghost Goals
１０．Unit 9: Rituals and Superstitions
１１．Unit 10: The Cutting Edge
１２．Unit 11: Match-Fixing
１３．Unit 12: Heroes Inspire Heroes
１４．Unit 13: Peach Baskets
１５．Unit 14: Mandela's Miracle



2019-SJ00009613-A7インターミディエイト・イングリッシュⅢ「G R&W-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will have one or two kinds of homework every week. The first kind of
homework is from the textbook. For this work, students will have to read parts
of the textbook and answer questions. These answers must first be written in
the book, and then entered into the class Internet homepage by 21:00 on the
day before class. The second kind of homework is writing practice. This
writing will usually have to be sent by email or written on the class Internet
homepage by 21:00 the day before class, but some will be written by hand and
given to the teacher in the next class. These two kinds of homework are the
most important part of the class, because students must actively learn and
practice reading and writing if they want to improve. Students will get
feedback from the teacher that they can use when doing future work.

In class, we will review the homework and do more reading and writing
practice. The review will help students understand the important parts of the
textbook. The practice will improve students’ ability to read and write
practical English. These activities will be graded each week.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to find and understand key information in practical
English writing.(技能)

2. Students will improve their ability to write practical English̶especially
online writing like emails and forms.(技能)

3. Students will learn how to choose from various kinds of English to
successfully match their English to their communication purpose.(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must do all assigned homework on time (late homework is not
accepted). In addition to completing the reading and writing homework,
students also need to review the textbook. This homework and review will take
at least two hours per week.

Students should ask the teacher (in class or by email) if they need help.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

1. In-class work: 30% (到達目標1, 2, & 3)
2. Textbook homework: 30% (到達目標1)
3. Writing homework: 40% (到達目標2 & 3)

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no reexamination (sai shiken).

Late homework is not accepted unless a student has a serious emergency and
they explain that emergency to the teacher. If a student has a problem, they
must email the teacher as soon as possible to explain.

Students who are absent without a good reason will get zero points for the in-
class work that day. If a student has an emergency (medical, family problem,
etc.) or if they have an officially scheduled activity (club activity, zemi, etc.),
then they must provide proof (欠席届 , 医者の診断書, 延着証明書). Students
who are absent should email the teacher as soon as possible to explain.

Any student who copies another student on homework or in-class work will get
-5% to their final class grade each time they copy because copying is cheating.
If the person who was copied gave permission to the cheater, that person will
also get -5% to their final class grade.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Writing for the Real World 1
[Author(s)] 1 Roger Barnard and Dorothy E. Zemach
[Publisher] Oxford University Press
[ISBN] 9780194538145
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring their textbook, a dictionary (smartphone
dictionary is allowed), and pen/pencil to class.

Students will have to get an email account (if they don’t
already have one) that they can use to complete homework. Any
email account except for a cell phone email is allowed. Students
will need to get this account immediately (before they do the first
homework assignment).

As an additional reminder: there are no tests in this class. On the
other hand, there is a lot of homework and in-class work that
students must actively do every week. If a student does not keep
up with the work, there will be no chance to “catch-up” at the
end of the semester.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1) Introduction to class, Chapter 1, “Thinking about
writing”
2) Chapter 2, “Introducing”
3) Chapter 3, “Completing forms”
4) Chapter 4, “Thanking”
5) Chapter 4, “Thanking”
6) Chapter 5, “Requesting information”
7) Review 1
8) Chapter 6, “Getting details”
9) Chapter 7, “Inviting and arranging to meet”
10) Chapter 7, “Inviting and arranging to meet”
11) Chapter 10, “Dealing with problems”
12) Chapter 11, “Describing”
13) Chapter 12, “Giving an opinion and recommending”
14) Chapter 13, “Writing about a vacation”
15) Review 2 and 3

◎－－－　URL　－－－◎

Aaron Hahn's English Language Learning Website
(http://ahahnenglish.weebly.com/)



2019-SJ00009613-A8インターミディエイト・イングリッシュⅢ「G R&W-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武田　桂依

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、英語４技能のうち、リーディングとライディ
ングの力を養います。基礎的な英文法の復習をしながら読解力
向上を目的とした教材を用いて、
学生には各ユニットで、120語から200語で書かれた3つ英文を
通して、文法事項、構文パターンや語彙を学習していきます。
ライティングは主に各ユニットに含まれているアクティブ
ティーを使用し、問いの解答をセンテンスから比較的短いパラ
グラフで解答が書ける力をつけるよう学習していきます。
また、学期内で3度のユニットテストを実施することで、学生
の授業内容の把握度を確認していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

適切な英文法を使って英文が書ける力を身につけること。(技
能)

英文を理解するのに必要な語彙や構文を増加すること。(知
識・理解)

自発的英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこ
とができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回のUnitに目を通すこと。リーディングやライティン
グ課題がある場合はそれを必ずやってくること
復習：学習した文法事項や英単語、特に自分が理解できなかっ
た箇所を再度自主学習すること。ライティングの訂正点がある
場合は書き直しくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
*平常点：40％ ( 学習状況、課題提出 )
*ユニットテスト (3回実施/各20%)：60% (文法、語彙や読解の
理解度)

このクラスでは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Get Reading! 大学生のための読解演習と基礎文法
[Author(s)]Robert Hickling, Yasuhiro Ichikawa
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764738775
[Comments]　2009年版 　テキスト価格¥1950 (税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*毎回、前の週の復習テストがあるので、必ず前回の学習
した内容を復習してくること。
*毎回、必ず辞書持参で授業に出席すること。
*課題が与えられた場合は次の週に課題を提出すること。
*欠席が度重なると、単位取得が難しくなる場合があるた
め、欠席する場合は必ず事前に報告すること。
*理由なしの欠席、遅刻によるテストの実施はしません。
*必ずしもシラバス通りに進まない場合があります。
*質問や連絡事項は必ず　kayeish@icloud.com　までメール
をするようにお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：受講上の注意、授業の進め方、評
価方法などについて説明。
2. Unit 1 & 2 現在時制.過去時制と肯定文
3  Unit 12 & 13　現在進行形.過去進行形
4. Unit 10 & 14 未来形.現在完了
5. ユニットテスト(1)
6. Unit 4 & 5 名詞.形容詞と副詞
7. Unit 8 & 9 状態動詞.助動詞
8. Unit 7 & 17　比較級と最上級.同等比較表現
9. ユニットテスト(2)
10. Unit 18 & 19 時と場所を表す前置詞
11. Unit 11　動名詞と不定詞
12. Unit 16　受動態と能動態
13. Unit 20　関係詞
14. ユニットテスト(3)
15. 学期の総まとめ



2019-SJ00009613-A9インターミディエイト・イングリッシュⅢ「G ESP-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICのスコアアップを目標に、グローバル社
会で必要とされる実用的かつ総合的な英語能力を養成します。
TOEIC® Listening & Readingテストに頻出するジャンル別に頻
出の語句や問題をこなすことができるテキストを使用します。
TOEICテスト受験のテクニックだけではなく、毎授業において
行う小テスト、ディクテーションや文法知識の確認を通して、
語彙力や文法力を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEIC形式の問題を繰り返すことで問題形式に慣れる(技能)

TOEICの頻出語句や文法事項を習得することができる(知識・
理解)

学んだ英語の表現を日常生活において使用できるようになる
(技能)

聞き取りを通して、内容のポイントを抑えることができるよう
になる(技能)

課題に取り組むことはもちろん、授業外においても、積極的に
英語に触れるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング問題には毎日触れるようにして
ください。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
・小テスト20％ (計10回)
・クラス内テスト50％ （Reading 25%, Listening 25%）
クラス内テストについて、やむを得ない事情（伝染病の罹患な
ど）によって欠席した場合、正式な書類(医師の診断書等)の提
出があれば別日にテストを実施する。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Strategic Learning for the TOEIC® test 『目標スコアを
超えるためのTOEIC®パート別完全戦略』
[Author(s)]森田光宏　鈴木淳　Stephen B. Ryan
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-705-6
[Comments]テキスト価格￥2,052

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Chapter 1 Basics for Part 1 and Part 5（形容詞と副詞）
3. Chapter 2 Basics for Part 2 and Part 5 (名詞と代名詞)
4. Chapter 3 Basics for Part 2 and Part 5（時制「現在・過去・
未来」
5. Chapter 4 Basics for Part 3 and Part 5　(時制「完了形」)
6. Chapter 5 Basics for Part 4 and Part 5 (受動態と動詞の形)
7. Chapter 6 Basics for Part 6 and Part 5 (to不定詞)
8. Chapter 7 Basics for Part 7 and Part 5 (接続詞と前置詞)
9. Chapter 8 Strategies for Part 1 and Part 5 (復習問題)
10. Chapter 9 Strategies for Part 2 and Part 5 (復習問題)
11. Chapter 10 Strategies for Part 3 and Part 5 (復習問題)
12. Chapter 11 Strategies for Part 4 and Part 5 (復習問題)
13. Chapter 12 Strategies for Part 6 and Part 5 (復習問題)
14. Chapter 13 Strategies for Part 7 and Part 5 (復習問題)、後
期の総復習
15. クラス内テスト、総括



2019-SJ00009613-B0インターミディエイト・イングリッシュⅢ「G ESP-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

濱保　義宏

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICの問題形式に準拠したテキストを用いて、各パートを解
き対策を学ぶと共に、問題文の精読と聴き取りを解説を挟みな
がら繰り返すことで、『読む』『聴く』という2技能の向上を
目指す。平行して、基礎的な知識としての文法事項や、重要語
彙の学習も行っていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙や文法事項の知識を増やし、英語へ関する理解を深める。
(知識・理解)

リーディング、リスニングともに、素早く設問の要点を把握
し、回答できるようになる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎時間、前回授業のユニットのKey Vocabularyから小テスト
を行うので、復習してくること。
・次週のユニットのKey Vocabularyや取り上げられている文法
項目を予習してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験およびリスニングテスト、小テスト、授業中の質疑応
答などから、以下の割合を目安として総合的に評価を行う。
定期試験　　50%
リスニングテスト　　20%
平常点（学習状況、小テスト、授業中の発言など）　30%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Full Gear for the TOEIC L&R Test
[Author(s)] M. D. Stafford, C. Tsumatori, and K. Matsui
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4064-8
[Comments]2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・各自で辞書を用意し、毎回持参することが望ましい。
・理由があって授業を欠席する場合は、その旨申し出るこ
と。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション　授業説明
2. unit 1  Events
3. unit 2  Eating Out
4. unit 3  Shopping
5. unit 4  Office
6. unit 5  Housing
7. unit 6  Community
8. unit 7  Facilities
9. unit 8  Personnel
10. unit 9  Meetings and Workshops
11. unit 10  Transaction and Finance
12. unit 11  Travel
13. unit 12  Health
14. unit 13  Letter and Email
15. リスニングテスト



2019-SJ00009613-B1インターミディエイト・イングリッシュⅢ「G C&O-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and enhance overall student skills in
reading, writing, listening, and speaking.

Students will learn to communicate about various daily topics.

Students will learn to communicate about world issues.

Students will learn about the importance of emotion and gestures in
communication.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to communicate in English about common daily
topics.(知識・理解)

Students will understand the importance of gestures in
communication.(知識・理解)

Students will develop their confidence to speak in English.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading, writing, listening, and
speaking exercises from the classwork. Test preparation and review is
the responsibility of the student every week. For essays, students will
be required to research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Class participation ( 20%)
Weekly listening, reading, writing, and speaking activities (40%)
2 speaking projects ( 40%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Only I.C.
[Author(s)] C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary and textbook for every lesson.
Students must actively participate in small groups.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Unit: The English World. Speaking.
2. Sports. Reading. Speaking.
3. Transportation. Reading, writing, speaking.
4. Unit: Wonders. Reading. Speaking.
5. Project theme and Preparation.
6. Project preparation, corrections, editing.
7. Presentations.
8. Unit: Aral Sea. Speaking.
9. Unit: Health and Beauty. Money. Speaking.
10. Unit: countries and travel. Speaking.
11. Unit: Events. Explaining cultural phenomenons and
practices. Speaking.
12. Unit: Resolutions. Speaking.
13. Project preparation. Corrections, editing.
14. Preparation and editing.
15. Final presentations.



2019-SJ00009614-A4インターミディエイト・イングリッシュⅣ「G R&W-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コルピッツ，クリストファー

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop and improve overall student skills in
reading and writing.

Students will practice reading and writing about world issues.

Students will write an essay every week, except for major essay
preparation and presentation times.

Two major essays will focus on the writing skills practiced in class,
with a rough draft, and a final draft handed in along with a short
presentation.
There will be a mid-term test as well as a term final test that will
cover all the topics and themes from class.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will increase vocabulary and general understanding of world
issues.(知識・理解)

Students will improve on testing skills for reading and writing.(技能)

Students will cooperate with other classmates in completing tasks to
help improve their overall skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Weekly homework includes review of reading and writing exercises
from the classwork. Test preparation and review is the responsibility
of the student every week. For essays, students will be required to
research during class time and after class.
About two hours of outside class review and homework every week.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Class participation with individual and team reading comprehension
exercises(20%)
6 in-class writing projects (30%)
Essay plus short oral presentation (15% x 2= 30%)
Mid-term test (10%)
Final test (10%)
*There is no final exam during examination week*定期試験なし
**There will also be no reexamination**再試験なし
Students who are absent more than 1/3 of the lessons might fail the
course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Only I.C.
[Author(s)] C.Colpitts
[Publisher]正光印刷 2018.
[ISBN]
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students must bring a dictionary, textbook, and writing materials
for every lesson. Especially for reading and writing, your
dictionary is very important. Students who miss class without a
good reason will get a score of zero on quizzes or in class
projects. Students who miss 5 classes may fail the course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Unit: The English World. Importance of English.
2. Sports: titles and main ideas.
3. Transportation: skimming. Creative thinking and writing
4. Unit: Wonders. Paragraph detail. Essay themes and
preparation
5. Preparation, corrections, editing
6. Essay project and presentation
7. Mid-term reading comprehension test. Return essays,
corrections, main areas of concern.
8. Unit: Aral Sea. tragedy and solutions. Using critical/important
information
9. Unit: Events. Explaining cultural phenomenons and practices.
Using tie-ups for paragraph support.
10. PLACEMENT TEST.
11. Unit: Health and Beauty. Costs and benefits. More speed
reading, using figures.
12. Essay preparation.
13. Preparation, corrections, editing
14. Essay project and presentation.
15. Reading comprehension test. Return essays.



2019-SJ00009614-A5インターミディエイト・イングリッシュⅣ「G R&W-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

武田　桂依

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは、英語４技能のうち、リーディングとライディ
ングの力を養います。基礎的な英文法の復習をしながら読解力
向上を目的とした教材を用いて、
学生には各ユニットで、120語から200語で書かれた3つ英文を
通して、文法事項、構文パターンや語彙を学習していきます。
ライティングは主に各ユニットに含まれているアクティブ
ティーを使用し、問いの解答をセンテンスから比較的短いパラ
グラフで解答が書ける力をつけるよう学習していきます。
また、学期内で3度のユニットテストを実施することで、学生
の授業内容の把握度を確認していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

適切な英文法を使って英文が書ける力を身につけること。(技
能)

英文を理解するのに必要な語彙や構文を増加すること。(知
識・理解)

自発的英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組むこ
とができること。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回のUnitに目を通すこと。リーディングやライティン
グ課題がある場合はそれを必ずやってくること
復習：学習した文法事項や英単語、特に自分が理解できなかっ
た箇所を再度自主学習すること。ライティングの訂正点がある
場合は書き直しくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
*平常点：40％ ( 学習状況、課題提出 )
*ユニットテスト (3回実施)：60% (文法、語彙や読解の理解度)

このクラスでは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Get Reading! 大学生のための読解演習と基礎文法
[Author(s)]Robert Hickling, Yasuhiro Ichikawa
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764738775
[Comments]　2009年版 　テキスト価格¥1950 (税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*毎回、前の週の復習テストがあるので、必ず前回の学習
した内容を復習してくること。
*毎回、必ず辞書持参で授業に出席すること。
*課題が与えられた場合は次の週に課題を提出すること。
*欠席が度重なると、単位取得が難しくなる場合があるた
め、欠席する場合は必ず事前に報告すること。
*理由なしの欠席、遅刻によるテストの実施はしません。
*必ずしもシラバス通りに進まない場合があります。
*質問や連絡事項は必ず　kayeish@icloud.com　までメール
をするようにお願いします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション：受講上の注意、授業の進め方、評
価方法などについて説明。
2. Unit 1 & 2 現在時制.過去時制と肯定文
3  Unit 12 & 13　現在進行形.過去進行形
4. Unit 10 & 14 未来形.現在完了
5. ユニットテスト(1)
6. Unit 4 & 5 名詞.形容詞と副詞
7. Unit 8 & 9 状態動詞.助動詞
8. Unit 7 & 17　比較級と最上級.同等比較表現
9. ユニットテスト(2)
10. Unit 18 & 19 時と場所を表す前置詞
11. Unit 11　動名詞と不定詞
12. Unit 16　受動態と能動態
13. Unit 20　関係詞
14. ユニットテスト(3)
15. 学期の総まとめ



2019-SJ00009614-A6インターミディエイト・イングリッシュⅣ「G R&W-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ペインター，アンガス

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to develop students' abilities in reading and writing.
Students have to participate in class and group activities. If students
do not participate, it will not only be unfair on others, but it will be
very difficult for you to pass the course.
During the semester, there will be a number of quizzes to review the
material covered in class. The scores from the quizzes will be a
component of your final grade.
Homework will be given in class, so class attendance is vital.
Homework cannot be handed in late, so if you are absent ask a
colleague or send an email to the teacher asking if there is any
homework.
In the writing component, students will have to write about what they
have studied in class in a meaningful and clear way.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will study about English writing layout. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

2. Students will improve English sentence construction. (knowledge /
understanding)(知識・理解)

3. Students learn how to express themselves in various topics. (skills)
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week (1 hour), which
includes previewing the upcoming lesson material in the textbook.
Students should review material covered each week in class and
prepare for the quizzes and writing tasks (1 hour).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
In Class Final Exam: 30%
Class Quizzes: 25%
Homework: 25%
Class participation: 20%
There is no exam during the examination period(teikishiken)
There will also be no reexamination (saishiken)
Students who miss class for a good reason, such as influenza or a
death in the family will not lose points.
No cheating is allowed on homework assignments and quizzes.
Students who cheat will get zero points for the assignment and will
also lose 20 points from their Class Participation.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Read to Write (Second Edition)
[Author(s)]David Moore and David Barker
[Publisher]BTB Press
[ISBN]978-4-905088-47-9
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students have to bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson.
Students are not allowed to sleep or use mobile phones in class.
If there is a quiz it will be held at the beginning of the class, so
students should not be late to class.
Students who miss more than 5 classes will most likely fail the
course because of missing quizzes/course work.
Participation is necessary to pass this course. Always make an
effort in class and group activities.
The teacher's office hour is on Wednesday period #2 (10:40 -
12:10).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Class introduction. Explanation about the course, rules and
class assessment.
2. Basic English Writing Methods
3. Basic English Writing Methods, Part 2
4. Basic English Writing Methods, Part 3
5. Quiz: Writing Methods/Topic 1: Intoductions
6. Topic 2: Family
7. Topic 3: School Life
8. Topic 4: Friends
9. Written Test 1
10. Topic 5: Free Time
11. Topic 6: Memories
12. Topic 7: Travel
13. Written Test 2
14. Topic 8: Future
15. In Class Exam
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

岡裏　佳幸

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、スポーツをテーマとするテキストを用いて、
リーディングとライティングの力を養成する。リーディングに
ついては、野球、テニス、サッカー、アイスホッケー等、さま
ざまなスポーツに関する難解な英文を読み解く方法を指導す
る。音声を効果的に使用することによって、読む力だけでなく
聴く力も養成する。また、ライティングについては、英文の内
容に即した設問に、センテンスで解答する力を養成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

スポーツに関する難解な英文を理解できるようになる。(知
識・理解)

スポーツに関する基本的な会話を理解できるようになる。(技
能)

スポーツに関する基本語彙を習得することができる。(知識・
理解)

積極的に課題に取り組み、自律的学習を行うことができるよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

[予習]
PassageとConversationの音声を繰り返し聴き、内容を理解でき
るように努めること。
語句の意味を参考にPassageを読み、設問を解くこと。
[復習]
語句の復習を中心として、Passage、Conversationの音読を繰り
返すこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。
学習状況、復習テスト、定期試験等で総合的に評価する。
　　学習状況　　　　　　　　　　　　　　40%
　　復習テスト　　　　　　　　　　　　　40%
　　定期試験　　　　　　　　　　　　　　20%
学習状況については、授業中のペアワークなどへの取り組み、
授業外学習における課題への取り組みによって、評価する。
全回出席し、授業に参加することを前提として、成績評価を行
う。したがって、欠席した場合、その回の学習機会を失うこと
になるため、1回につき－6点、とする。なお、授業開始後20分
までに入室した場合は、遅刻扱いとし、－2点とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　　　Global Games: Learning English through Sports
[Author(s)]　George Hays & Kevin Mueller
[Publisher]　SHOHAKUSHA
[ISBN]　　　978-4-88198-688-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ずテキスト、辞書を持参すること。
他の科目の教材等を机の上、中に置かないこと。
授業中の居眠り、携帯電話・スマートフォンの使用、飲
食、無断退室を禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Introduction：授業の進め方等
　　　第2回から、テキストに沿って各章のテーマに
　　　ついて指導する。
2.  Unit 1  Health
3.  Unit 2  Baseball
4.  Unit 4  American Football
5.  Unit 5  Tennis
6.  Unit 7  Basketball
7.  Unit 8  Ice Hockey
8.  Unit 9  Soccer
9.  Unit 10  Marathon
10.  Unit 11  Swimming
11.  Unit 12  Rugby
12.  Unit 14  Figure Skating
13.  総まとめ
14.  復習テスト
15.  復習テストの解説とまとめ
※毎回、各ユニットの英文の説明、設問の解答方法、
Conversationの説明、Conversationの練習を行う。



2019-SJ00009614-A8インターミディエイト・イングリッシュⅣ「G R&W-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ハーランド，ジェーン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will develop their reading, visual literacy and writing skills.
There will be homework each week. Homework will include review
of lesson content, vocabulary practice, reading and writing. There will
be a 中間 test in week 8 and a final test in week 15.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. Students will be able to read a short passage and understand simple
visuals.(技能)

2. Students will be able to write their opinions on a variety of
topics.(技能)

3. Students will increase the vocabulary necessary to understand a
variety of real life situations.(知識・理解)

4. Students will actively engage in English learning to improve their
study  skills.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must complete homework each week. Homework will focus
on reading graded readers (30 min), writing book reports (15 min) and
studying vocabulary on Quizlet (25 min). Students should review the
content of the textbook and vocabulary which has been taught in class
(50 min). In addition, students should prepare for the 中間 test in
week 8 and final test in week 15.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
30% Class Participation (到達目標1, 2, 3 & 4)
20% Homework and book reports (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% 中間 Test (到達目標1, 2, 3 & 4)
25% Final Test (到達目標1, 2, 3 & 4)

There is no end of term examination (定期試験) during the official
examination period. There will also be no reexamination (再試験).

Students who miss more than 5 classes may fail the course as the
instructor will be unable to assess class participation, homework, 中間
test and final test.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pathways: Reading, Writing, and Critical Thinking
Foundations A  (Second Edition)　
[Author(s)] Laurie Blass & Mari Vargo
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-0-35-736603-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice.
Students must bring their textbook, dictionary and writing
materials to every class.
Students should bring their graded reader to class every week
and submit four book reports (details will be given in class).
Students should contact the instructor by email if they are going
to miss a class. Please write your name, student number and class
on all emails.
The teacher’s office hour is on Mondays from 13:00-14:30.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation: introduction and course outline. HW
(Homework): student profile and vocabulary.
2. Unit 1 Our World Reading 1. HW: reading and vocabulary.
3. Unit 1 Our World Reading 2. HW: reading and vocabulary.
4. Unit 1 Our World Writing. HW: review Unit 1, book report
and vocabulary.
5. Unit 2 Career Paths Reading 1. HW: reading and vocabulary.
6. Unit 2 Career Paths Reading 2. HW: reading and vocabulary.
7. Unit 2 Career Paths Writing. HW: review Unit 2, book report
and vocabulary.
8. 中間 Test: Units 1 & 2 (25%)
9. Unit 3 Adventure Reading 1. HW: reading and vocabulary.
10. Unit 3 Adventure Reading 2. HW: reading and vocabulary.
11. Unit 3 Adventure Writing. HW: review Unit 3, book report
and vocabulary.
12. Unit 4 The Visual Age Reading 1. HW: reading and
vocabulary.
13. Unit 4 The Visual Age Reading 2. HW: reading and
vocabulary.
14. Unit 4 The Visual Age Writing. HW: review Unit 4, book
report and vocabulary.
15. Final Test: Units 3 & 4 (25%)

This syllabus is subject to change and may be revised to meet the
needs of the students.

◎－－－　URL　－－－◎

Textbook audio
(https://www.eltngl.com/sites/pathways/student-resources/
reading-and-writing/foundations/student-book-audio-
foundations)
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

近年、最も社会的なニーズが高いTOEIC（Listening &
Reading）に関するテキストを使いながら、TOEIC力と英語力
の向上をはかります。教科書にある問題を解きながら、基礎か
ら中級レベルへと上がっていき、最終的には500点前後のスコ
アが取れることを目指していきます。授業では実際にテキスト
の問題を解き、その後、解答と解説を加えます。解説では単に
正誤を確認するだけでなく、TOEICに特徴的なポイントについ
ても触れ、補足資料（スクリプトや練習問題）を使ってさらな
るスコアアップにつなげていきます。毎回、授業の冒頭で前回
の復習小テストを行い、学習したことを確実に身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの英語を正確に聞き、500点に達することができる。
(技能)

②TOEICの英語を正確に読み、500点に達することができる。
(技能)

③TOEICの構成や頻出問題を理解し、500点に達することがで
きる。(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回でするUnitのVocabularyの箇所を事前に解
いておく。（２）配布されたプリントと音源（ダウンロード
版）を使ってリスニング練習をしておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）学習したUnitのリスニングパートを使ってシャドー
イングやディクテーションを行う。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標④）
・課題提出：15%（到達目標①④）
・復習小テスト：30%（到達目標①②③④）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Step-Up Skills for the TOEIC Listening and Reading Test
[Author(s)]北尾泰幸、西田晴美 他
[Publisher]朝日出版
[ISBN]978-4-255-15614-9
[Comments]テキスト価格 1,700円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 Eating Out（動詞（１））
３．Unit 2 Travel（動詞（２））
４．Unit 3 Amusement（動詞（３））
５．Unit 4 Meetings（代名詞）
６．Unit 5 Personnel（不定詞と動名詞（１））
７．Unit 6 Shopping（不定詞と動名詞（２））
８．Unit 7 Advertisement（名詞・冠詞・数量詞（１））
９．Unit 8 Daily Life（名詞・冠詞・数量詞（２））
１０．Unit 9 Office Work（仮定法）
１１．Unit 10 Business（分詞）
１２．Unit 11 Traffic（関係詞）
１３．Unit 12 Finance and Banking（接続詞）
１４．Unit 13 Media（前置詞）
１５．Unit 14 Health and Welfare



2019-SJ00009614-B0インターミディエイト・イングリッシュⅣ「G ESP-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

田中　公介

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICテストの問題を解く上で必要となる基本的な英語リスニ
ング力とリーディング力を、TOEIC実践問題テキストを用いて
パート毎に養成します。また、Part5に相当するGrammar
Practiceのプリント教材を定期的に実施しつつ、英単語力や文法
力も身に付けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICテスト実践問題を通して様々な英語表現を習得し、英語
運用能力の全般的な向上を図る。(知識・理解)

各自がTOEICの目標スコアを設定し（目安として、990点満点
中500点以上）、その達成を目指す。(技能)

TOEICテスト受験への積極的な動機づけを得る。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回テキスト中の指定個所を予習して授業に臨んでください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点：50％（学習状況、学習態度）
・定期試験：50％（TOEICテストのリスニング及びリーディン
グ能力）

※ 欠席は4点、30分以上の遅刻は3点、15分以上の遅刻は2点、
15分以内の遅刻は1点、それぞれ上記の「平常点」から減点し
ます（正当な理由がある場合は除きます。教員本人に届出を出
してその旨を説明してください。）。学習態度が悪い場合、居
眠りが目立つ場合、テキストを持参して授業に臨まなかった場
合は、その都度「平常点」から減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Strategic Learning for the TOEIC Test
[Author(s)] 森田光宏／鈴木淳／Stephen B. Ryan
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-705-6
[Comments] テキスト価格2,052円（税込）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ずテキストを購入した上で臨んでください。
・基本的に授業中に扱う問題は学生を指名して答えてもら
います。

※「成績評価基準」の箇所でも書きましたが、これらの点
で問題がある場合はその都度「平常点」から減点します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション、Grammar Practice(1)（文法ドリル）
2.Chapter1(Basics for Part1&5)（TOEICリーディング・リス
ニング）
3.Chapter2(Basics for Part2&5(1))（TOEICリーディング・リ
スニング）
4.Chapter3(Basics for Part2&5(2))（TOEICリーディング・リ
スニング）
5.Chapter4(Basics for Part3&5)（TOEICリーディング・リス
ニング）
6.Chapter5(Basics for Part4&5)（TOEICリーディング・リス
ニング）
7.Chapter6(Basics for Part6&5)（TOEICリーディング・リス
ニング）、Grammar Practice(2)（文法ドリル）
8.Chapter7(Basics for Part7&5)（TOEICリーディング・リス
ニング）、Grammar Practice(3)（文法ドリル）
9.Chapter8(Strategies for Part1&5)（TOEICリーディング・リ
スニング）
10.Chapter9(Strategies for Part2&5)（TOEICリーディング・
リスニング）
11.Chapter10(Strategies for Part3&5)（TOEICリーディング・
リスニング）
12.Chapter11(Strategies for Part4&5)（TOEICリーディング・
リスニング）
13.Chapter12(Strategies for Part6&5)（TOEICリーディング・
リスニング）、Grammar Practice(4)（文法ドリル）
14.Chapter13(Strategies for Part7&5)（TOEICリーディング・
リスニング）、Grammar Practice(5)（文法ドリル）
15.これまでの復習



2019-SJ00009614-B1インターミディエイト・イングリッシュⅣ「G C&O-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義(外国語による)　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ギブソン，アーロン

◎－－－　概要　－－－◎

Students will learn English expressions and patterns of use that are important
for everyday use. Practice will focus on oral communication, and on explaining
and discussing everyday events.

Students must actively participate in all lessons. In each lesson students will get
a Class Participation score. To get a high score students should ask and answer
questions and participate with full effort in pair and group activities. There will
be weekly quizzes during the semester. Quizzes will cover grammar points,
vocabulary, and other key points we learn in class. Students who attend class
regularly and complete homework assignments should do well on the quizzes.
Students must complete the Homework for points. Homework assignments will
be handed out by the teacher in class. There will be two review tests in week 8
and week 15 to review important points from the weekly quizzes and from the
textbook.

◎－－－　到達目標　－－－◎

1 学生が自然なスピードとリズムで短い英語を聞いて理解できるように
なる。(技能)

2 学生が日常生活について英語でクラスメートと短い会話ができるよう
になる。(技能)

3 学生が口語英語で使用されている一番重要な語彙知識を増やすことが
できるようになる。(知識・理解)

4 学生が積極的に英語を学習し、自ら学習できるようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do the assigned homework each week, which includes
previewing the upcoming lesson material in the textbook and studying the
vocabulary. Students should study for tests by reviewing the work done in class
and for homework. (This should take around 2 hours per week).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。

30% - Class Participation - (到達目標 1, 2)
授業への積極的参加（出席＝参加ではありません）
20% - Weekly Homework - (到達目標 3, 4)
20% - Weekly Quizzes - (到達目標 3)
30% - Review Tests - (到達目標 1, 3)

Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course because
the teacher cannot evaluate their homework or efforts in class.

-Students who are not prepared, sleep or use mobile phones in class will lose
points from their Class Participation score.
-Students who are late or miss class will lose points from their Class
Participation score.
-Students who miss a quiz will get zero points for that quiz.
-Students who miss a scheduled review test will get zero points unless a makeup
test is taken.
-Students who miss class for an official reason will not lose points if they
inform the teacher ahead of time.
-No cheating is allowed on homework, quizzes or tests. Students who cheat will
get zero points for the test and will also lose points from their Class
Participation score.

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term examination
period. There will also be no reexamination (sai shiken).
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試験も
実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] World Voices 1
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-019-6
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should bring their textbook, dictionary, and writing
materials to every lesson. The teacher's office hour is by
appointment (Bunkei center 14th floor).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction. Course introduction, explanation of
homework, practice test. Homework: purchase textbook.
2. Unit 1. About you, introducing yourself.
Homework: textbook and vocabulary study.
3. Unit 2. Quiz 1. Your home, asking for help.
Homework: textbook and vocabulary study.
4. Unit 3. Quiz 2. Your daily life, asking for
permission. Homework: textbook and vocabulary study.
5. Unit 4. Quiz 3. Your neighborhood, offering
encouragement. Homework: textbook and vocabulary study.
6. Unit 5. Quiz 4. Your work, making apologies.
Homework: textbook and vocabulary study.
7. Unit 6. Quiz 5. Your free time, invitations.
Homework: study for review test.
8. Review Test 1. Contents: textbook and
vocabulary (Units 1 to 6). Homework: textbook and
vocabulary study.
9. Unit 7. Quiz 6. Food and drink, making offers.
Homework: textbook and vocabulary study.
10. Unit 8. Quiz 7. Travel, getting information.
Homework: textbook and vocabulary study.
11. Unit 9. Quiz 8. Education, responding
positively. Homework: textbook and vocabulary study.
12. Unit 10. Quiz 9. Health, showing sympathy.
Homework: textbook and vocabulary study.
13. Unit 11. Quiz 10. Numbers and prices, making
suggestions. Homework: textbook and vocabulary study.
14. Unit 12. People, making offers. Homework:
study for review test.
15. Review Test 2. Contents: textbook and
vocabulary (Units 7 to 12).



2019-SJ00009601-B8フレッシュマン・イングリッシュⅠ「ｽ特推-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

アメリカのロサンゼルスを舞台にしたビデオ教材を用いて、英
語４技能の基礎を復習する練習をおこないます。そのために、
リスニングとスピーキングを軸として、英語の運用能力をバラ
ンス良く学びながら、英語で自分の考えを伝える方法を身につ
けることができるように、練習をくりかえしおこないます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①異文化についてその特徴を知り、理解する。(知識・理解)

②「生の英語」の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができる
ようになる。(技能)

③日常会話にも役立つような、簡単な英語表現を書くことがで
きるようになる。(技能)

④ナチュラル・スピードの英語の発音をまねて、発音できるよ
うに、授業中に積極的に音読、発音練習に取り組む。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でおこなうユニットの概要（オンライン・ビデ
オ）を、授業開始までにチェックしておくこと（45分）。
復習：毎回学習したユニットの内容を、オンライン・ビデオを
観て復習すること45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
復習小テスト５０点（到達目標①②③④）、会話表現、文法項
目、英作文を問題とした定期試験（筆記試験）５０％（到達目
標①③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]We Love L.A.!
[Author(s)]Robert Hickling他
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740495
[Comments]テキスト価格￥2,500

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず英和辞典（電子辞書等、スマートフォンは不
可）を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction: 授業の進め方、評価等についての説明。
（注意）集中講義のため、第1日目にテキストのオンライ
ン登録をしてもらいますので、必ずテキストを購入の上、
初回の授業に参加してください。Unit 1: Welcome to L.A..
2回目以降は、以下の通り、テキストに沿って、各ユニッ
トのテーマについて学習します。
2. Unit 2: I Love Fruit!
3. Unit 3: Campus Life
4. Unit 4: Lunchtime
5. Unit 5: First Date
6. Unit 6: Where's Linda?
7. Unit 7: Andy's News
8. Unit 8: Shopping in Santa Monica
9. Unit 9: Moving Day
10. Unit 10: A Beautiful View
11. Unit 11: Sunday Fun
12. Unit 12: Seeing Stars
13. Unit 13: Buying Food for a BBQ
14. Unit 14: Putting on a New Face
15. Unit 15: Nice Surprises, まとめ



2019-SJ00009601-B9フレッシュマン・イングリッシュⅠ「ｽ特推-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとリスニングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、現代の標準
的な英文を読解し、英語で発信する能力を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、確認テストを行うので、指示のあった箇所の復習を必ず
各自で行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（授業中の積極的な姿勢を評価します。）
小テスト20％　（合計10回）
クラス内テスト40％　（Reading 20%, Listening 20%）

尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点し
ます。
授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価
ができないため、単位取得が難しくなる場合があります。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. ニュースの英語
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括



2019-SJ00009602-B8フレッシュマン・イングリッシュⅡ「ｽ特推-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、ニューヨークを舞台にしたストーリー仕立ての
テキストを使って、英語の4技能（リスニング力、スピーキン
グ力、リーディング力、ライティング力）のすべてを駆使しな
がら、仕事や日々の生活の中で密着した表現を多く学んでいき
ます。アメリカの文化にも触れつつ、日常会話の聞き取りや表
現の習得、語彙や文法事項の確認をします。毎授業行う小テス
ト、パートナーとの会話練習、授業内で学んだ知識を踏まえた
課題に取り組むことで、学習内容を確実に身につけていきま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

積極的に英語学習に取り組むことができるようになる(態度・
志向性)

会話の聞き取りを通して、内容のポイントをおさえることがで
きるようになる(技能)

授業内で学んだ英語表現を、自然にアウトプットできるように
なる(技能)

異国の文化に興味を持つ(態度・志向性)

異国の文化を理解する(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
小テスト20％（計10回）
リスニングテスト 10％
定期試験40％
※定期試験を受験しなかった場合は、その他の評価の如何にか
かわらず、科目を放棄したことになるので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Missions! Basic
[Author(s)]Robert Hickling 臼倉美里
[Publisher]金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4071-6
[Comments]テキスト価格￥1,900+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 Welcome to the “Big Apple” （現在形）
3. Unit 2 What’s the Boss Like?　（代名詞）
4. Unit 3 Masa’s First Day on the Job (前置詞)
5. Unit 4 Summer Fun (過去形)
6. Unit 5 Hotel Guest Satisfaction (可算名詞・不可算名詞)
7. Unit 6 Brainstorming (進行形)
8. Unit 7 Glad to Be of Service (WH疑問文)
9. Unit 8 Socializing with Co-Workers (動名詞・不定詞)
10. プレイスメント・テスト
11. Unit 9 Vacation Spots (未来形)
12. Unit 10 Sports Talk (比較級・最上級)
13. Unit 11 Tour Day (助動詞)
14. Unit 12 Office Meeting (関係詞)、リスニングテスト
15. 総括



2019-SJ00009602-B9フレッシュマン・イングリッシュⅡ「ｽ特推-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の好き嫌いに関わらず、海外の映画、ドラマ、動画、音楽
を楽しむ人は多いでしょう。この授業では、アメリカで2009年
から2015年にかけて6シリーズで放映された人気TVドラマ『グ
リー』を使ったテキストを使い、実践的な英語を学習します。
ダンスと合唱を組み合わせたパフォーマンスをするグリー部に
所属する高校生たちの日常生活を見ながら、英語のフレーズを
暗記するだけではなく、それが実際にどのような場面で使える
のかを理解したり、CALL教室のシステムを使って自然な英語
の発音や聞き取りの練習をしたりすることで、「使える英語」
を身に付けましょう。また、アメリカ文化について本テキスト
で学んだことをきっかけに、自分でもリサーチをして知識を深
めましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①口語表現を含め、英語の語彙を身につける。(知識・理解)

②自然な英語を聞き取り、自分でも発音ができるようになる。
(技能)

③英語で書かれた文章の内容が理解できる。(技能)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各Unitの最初のページにあるVocabulary A, Bの問題（60
分）
復習：小テストの準備と、各Unit3ページ目にあるPartial
Dictationの音読（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として評価します。
(1)授業参加態度 20%（到達目標④）
(2)発音テスト　30%（到達目標①②）
(3)最終試験　50%（到達目標①②③）
注1：欠席は、(1)(2)の評価ができないため、減点の対象になり
ます。
注2：このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
注3：最終試験を受けない場合は、他の評価が満点であって
も、60点に満たないので単位を取得することはできません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Communicate in English with glee─The Road to
Sectionals（『グリー』で学ぶコミュニケーション英語②
地区大会への道）
[Author(s)]　角山照彦、Simon Capper（編）
[Publisher]　松柏社
[ISBN] 978-4-88198-742-1
[Comments] 価格2,200円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

最初の授業で音声のダウンロードなど、重要な説明をする
ので、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 講義概要説明
2. Unit 1　確認する　現在完了
3. Unit 2　依頼する　動名詞
4．Unit 3　話を切り出す　関係詞
5. Unit 4　援助を申し出る　比較
6. Unit 5　反論する　不定詞
7. Unit 6　許可を求める　進行形
8. Unit 7　怒りを表す　使役動詞
9. Unit 8　謝罪を受け入れる　助動詞
10. プレイスメントテスト
11. Unit 9　話に割り込む　受動態
12. Unit 10　説得する　仮定法
13. Unit 11　驚きを示す　不定詞
14. Unit 12　助言をする　仮定法
15. 最終試験
（進捗状況によって、変更になることがあります。）
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

大学では、「英語を学ぶ」ことから進歩して「英語で考える」習慣
を身につけることが求められます。そのためには、英語4技能（書
く、読む、聴く、話す）の要となる、英文法をマスターしておくこ
とが必要です。そこで、この授業では、比較的平易な英語で書かれ
たテキストを使って、高校までに学習した英文法の基本事項を復習
します。そして、短めの英文を読んだり、英語の単文を聴き取る練
習を通して、リーディングとリスニングの基礎力も身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①高校までに学習した英文法に関する基礎的な知識を復習し、その
理解を確実なものにする。(知識・理解)

②英語圏での日常生活に役立つ語彙と表現を身につける。(知識・
理解)

③100ワード程度の短い英文を正確に読み取ることができる。(技
能)

④単語から短い単文までのレベルで英語を聴き取ることができる。
(技能)

⑤英語を自律的に学習する習慣を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞（60分）
テキスト内の指定された英文について、入念に辞書を引いて内容を
把握する。

＜復習＞（90分）
この授業では、復習が特に大切です。以下の手順で復習して下さ
い。

①出版社（金星堂）のウェブサイトからテキストの音声をダウン
ロードし、その音声を少なくとも5回は聴き直すようにしてくださ
い。さらに、ポーズやアクセントのタイミングにも注意しながら、
できるだけ音声に忠実に音読練習もしてください。

②授業中に読んだ英文を一文一文丁寧に読み直して下さい。

③授業中に紹介された重要語句や表現を覚えて下さい。
　
④授業以外でも英語に触れる機会をできるだけ多くもつように心が
けて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標を達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

授業中の取り組み（予習の質や、授業への積極性を評価しま
す）：20％（到達目標③④⑤）
中間テスト：30％（到達目標①②④）
定期試験：50％ （到達目標①②③）
 
 

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Hello New York!: Learning Basic English with Aya in 15 Episodes
[Author(s)]Takehisa Tsuchiya et al.
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4011-2
[Comments]必ず購入しておいて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・充分な予習をした上で授業に臨むようにして下さい。
・授業に参加することは当然なので、欠席や遅刻をしないこと。
・欠席が多いと、学習活動参加状況の評価ができなくなるので、単位取得が難
しくなる場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回
Unit 1 It's So Nice to Meet You
be動詞と一般動詞の機能を復習し、挨拶のための英語表現を学ぶ。

第2回
Unit2 Is He a Popular Professor?
疑問文と否定文の作り方を復習し、自己紹介のための英語表現を学ぶ。

第3回
Unit 3 He Showed Me "a" Way.
現在形と過去形の機能を復習し、感想を述べるための英語表現を学ぶ。

第4回
Unit 4 For Here or To Go?
可算名詞と不可算名詞の機能を復習し、注文をするための英語表現を学ぶ。

第5回
Unit 5 She Is So Beautiful.
代名詞の機能を復習し、お願いをするための英語表現を学ぶ。

第6回
Unit 6 Catching a Cab
前置詞の機能を復習し、場所を説明するための英語表現を学ぶ。

第7回
Unit 7 How Romantic!
形容詞と副詞の機能を復習し、人を描写するための英語表現を学ぶ。

第8回
中間テスト：これまでに身につけた語彙力を試すテスト
+
Unit 8 I'm Not Feeling Well.
助動詞の種類と機能を復習し、体調を述べるための英語表現を学ぶ。

第9回
Unit 9 Tickets for a Yankees Game
進行形の機能を学習し、相手を誘うための英語表現を学ぶ。

第10回
Unit 10 What's on the Shopping List?
接続詞の種類と機能を復習し、誘いを断るための英語表現を学ぶ。

第11回
Unit 11 MoMA is Fun!
現在完了形の機能を復習し、聞き直すための英語表現を学ぶ。

第12回
Unit 12 The "Fourth of July" Is Coming Up.
未来形の機能を復習し、予定を尋ねるための英語表現を学ぶ。

第13回
Unit 13 Who Is That Guy?!
不定詞と動名詞の機能を復習し、提案のための英語表現を学ぶ。

第14回
Unit 14 You're My Best Friend.
比較級と最上級の機能を復習し、会話を切り出すための英語表現を学ぶ。

第15回
Unit 15 We're Going to Be Late!
受動態の機能を復習し、確かめるための英語表現を学ぶ。
+
授業のまとめ
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、基礎的英語リスニング能力およびスピーキング能
力を身につけます。日常生活で使う基本的な語彙や表現を自然
なスピードでふんだんに聞き、使ってみることで実生活で応用
できる英語能力を育みます。テクニカル面においては、英語の
音の種類や日本語との音の違いを学習するとともに、シャドウ
イングなどのテクニックを実践することで耳をならし、リスニ
ングやスピーキング力の向上に努めます。授業では、ペアやグ
ループワークによる協働作業を多く取り入れます。適宜、学習
した内容を応用し、発表するプロジェクトを行います。
評価においては課題の完成度やその質を重視します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：指定箇所のリスニング、語彙等の課題（30min)
復習：レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの
学習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題）30%（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test  30% （到達目標1 & 2)

＊このクラスは，定期試験期間中には試験を実施いたしませ
ん。よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight Split Version (1st edition):
High Beginner Part B
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-896942-24-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ず講師のウェブサイト上で確
認の上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 0: How do you spell your name?
Theme/Topic area: Looking over the course
3: Unit 1: I liked science in school
Theme/Topic area: Talking about school subjects you liked
4: Unit 2: It's easy to make!
Theme/Topic area: Giving instructions, describing how to cook
5: Review 1 (Unit 0-2)
6: Unit 3: What are you doing?
Theme/Topic area: Describing current actions
7: Unit 4: What are you going to do?
Theme/Topic area: Talking about the future
8: Unit 5: It's red in the middle
Theme/Topic area: Describing foods, fruits and vegetables
9: Review 2 (Unit 3-5) + Project 1
10: Unit 6: How long is it?
Theme/Topic area: Fluency with large numbers
11: Unit 7: Turn right at the lights
Theme/Topic area: Giving directions, describing neighborhoods
12: Unit 9: What time does class start?
Theme/Topic area: Asking for information
13: Review 3 (Unit 6-9)
14: Project 2
15: Overall review of the semester & term test
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

英語で書いてある内容を把握するためには欠くことのできない
４技能の内、リーディングとライティングの能力に焦点を当て
ます。
基本的な英文法・英単語の再確認を行うことで基礎事項の復習
を行いながら、論理的思考力の向上を目指しましょう。
英語を意識しながら読むことで内容を把握する事から理解する
ことへと繋がります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、短い英
文を書くことができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Fundamentals of English Composition through Living
Grammar
[Author(s)]Shukei Funada / Juliet D. Erickson
[Publisher]英宝社
[ISBN]978-4-269-33041-2
[Comments]テキストに加え自作プリントを配布する事があ
る

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Unit 1　基本文型(Ⅰ)

3. Unit 2　基本文型(Ⅱ)

4. Unit 3　主語の明示化/命令文

5. Unit 4　名詞/冠詞

6. Unit 5　助動詞

7. Unit 6　疑問文

8. Unit 7　比較

9. Unit 8　進行形/未来形

10. Unit 9　完了形

11. Unit 10　不定詞/動名詞

12. Unit 11　受動態/"It"構文

13. Unit 12,13　接続詞(Ⅰ)/(Ⅱ)

14. Unit 14　関係代名詞/関係副詞

15. Review
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濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

NTV News 24（日テレNews 24 English）をもとにしたテキスト
を用いて、国内の時事ニュースの映像を視聴しながら、リスニ
ングのトレーニング（聞き取り、内容把握）をします。また、
そのニュースの内容を英語で読んで、必要な情報を早く正確に
理解するトレーニングをします。授業の後半では、日本人ス
ポーツ選手が英語でインタビューに応じる様子を視聴し（教員
オリジナル資料）、英語を使う練習を行います。毎回、授業の
最後に復習テストを兼ねた課題、および発話練習を行い、学習
したことを確実に身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語ニュースの大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②時事英語の英文を読み解くことができる。(技能)

③簡単な英語で発話することができる。(技能)

④時事英語の重要表現を身につけ、使うことができる。(知
識・理解)

⑤自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れるとができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞各ChapterのCheck Your VocabularyおよびVocabulary
Buildingの箇所を事前に解いておく。（２）音声ファイルを
使って発音ができるように練習しておく。（45分）
復習：（１）学習したChapterの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）インタビュー原稿（英語）を使って発話の練習をす
る。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標⑤）
・課題提出：15%（到達目標①②④⑤）
・英語での発話：30%（到達目標③）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]NTV News 24 English 2
[Author(s)]津田晶子、金志佳代子 他
[Publisher]英宝社
[ISBN]978-4-269-17024-7
[Comments]テキスト価格 2,400円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Chapter 1 ANA Debuts Virtual Travel System
３．Chapter 2 700,000 Japanese Could Suffer Gambling
Addiction
４．Chapter 3 University Grad Employment Rate Hits All-Time
High
５．Chapter 4 First Self-Driving Car Trial on Public Roads
６．Chapter 5 Japan Mulls Congestion Pricing for Kyoto,
Kamakura
７．Chapter 6 All Aboard the ‘Love Train’
８．Chapter 7 Seven Eleven Japan to Add Lockers for E-
Commerce
９．Chapter 8 Kumamoto Castle Repaired
１０．Chapter 9 Training to Bike
１１．Chapter 10 Robot Phone Rentals to Start
１２．Chapter 11 Record Minors Fall Victim to Crimes through
Social Media
１３．Chapter 12 New App Aims to Cut Food Waste
１４．Chapter 13 Japan High School Girls Least Happy with
Body Shape: Survey
１５．Chapter 14 Chiba Likely to Make ‘Geologic’ History
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河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、英語の基礎的文法を復習しながら、さまざまな
コミュニケーション場面を理解し、それぞれの場面に応じた英
文法や会話表現を身につけていきます。様々な文法問題やダイ
アログのリスニング、音読やパートナーとのペアワークを通し
て、学習した表現を確実なものにしていきます。毎回の授業で
は、前回分の復習を兼ねた小テストを実施し、着実に英語力を
伸ばしていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

自然なスピードの英語に慣れる(技能)

自然なスピードの英語を聞き取り、理解できる(知識・理解)

自分の考えを英語で表現できるようになる(技能)

他人に英語を使って自分の考えを伝えることができるようにな
る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。(45分)　　　　　　　　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特にリスニング部分は何度も聴きなおし、シャ
ドーイング練習すること。小テストにも備えてください。(45
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
・小テスト20％ (計10回)
・クラス内テスト50％ （Reading 30%, Listening 20%）
クラス内テストについて、やむを得ない事情（伝染病の罹患な
ど）によって欠席した場合、正式な書類(医師の診断書等)の提
出があれば別日にテストを実施する。

※このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よっ
て再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Tune Into Grammar
[Author(s)]市川泰弘　Anthony Allan
[Publisher]金星堂
[ISBN] 978-4-7647-4019-8
[Comments]テキスト価格 ￥2,100+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 Sharing a House (現在形(Be動詞))
3. Unit 2 What’s My Job? (現在形(一般動詞))
4. Unit 3 Movie Star Report (現在進行形)
5. Unit 4 Give Me Some Advice! (現在形と現在進行形)
6. Unit 5 A Speech: My Life (過去形)
7. Unit 6 Helping a Criminal! (過去進行形)
8. Unit 7 A Marriage Proposal (現在完了)
9. Unit 8 Getting Ready in the Morning (過去形と現在完了)
10. Unit 9 Dreams for the Future (未来形)
11. Unit 10 Checking In (助動詞)
12. Unit 11 What Should I Buy? (名詞と代名詞)
13. Unit 12 Restaurant Surprise! (形容詞)
14. Unit 13 A Customer Survey (副詞)、復習
15. クラス内テスト、総括



2019-SJ00009611-C5インターミディエイト・イングリッシュⅠ「ｽ特推-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

キャンパスライフでよく耳にする大学生の日常会話を題材とし
て、英語４技能の総合的基礎力向上のための学習を行います。
リスニングをして大意をつかんだ上でディクテーションを行い
ますが、、英語表現を正確に聞き取ったり覚える学習と、音読
やロールプレイの練習に取り組みます。シンプルな英語で表現
できる力をつけるため、文法の基礎を復習しながら部分英作文
も行います。また、英文履歴書を書く際に知っておくべき語彙
や表現、形式を学び、自分のこれまでのスポーツ歴や業績を含
めた英文履歴書を作成する学習にも挑戦します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文パッセージやダイアローグを聴き、大意や必要な情報を把
握できるようになる。(技能)

ダイアローグを発音や音の変化に気を付けながら音読できるよ
うになる。(技能)

キャンパスライフに関連する語彙力を高める。(知識・理解)

 英文履歴書の書き方やよく使用される表現を学ぶ。(知識・理
解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットにあるIntroductionを読み、Warm-upのExercise
1の問題をする。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを再聴し、音読
する。既習ユニット内の単語を覚える。(30分)
その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

* 平常点（学習活動への参加、授業態度、積極性な発言＆発表
など）４０％
* 課題、発表、リスニングテスト３０％
* 試験 (Final Test)３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）
により、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をと
ります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないま
す。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Speak Easy
[Authors]　Katsunori Fujioka, Nobuyuki Yamauchi, Neil
Heffernan, Shigeki Kanasaki,
& Shimpei Hashio
[Publisher]　Kinseido
[ISBN]　 978-4-7647-4084-6
[Comments]　1800円（税別）初回授業に持参

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 自分の教科書を購入して、第一回目の授業時から持参し
て下さい。
* 毎回遅れずに出席し授業に参加すること。出席しても授
業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がります。
授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表、
復習テスト等の評価ができないため、単位取得が難しくな
る場合があります。
* 公式戦などで授業を休む場合は、事前に知らせ、試合後
すぐ欠席届を提出してください。
* 自発的な発言や質問、発表などの積極性が大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：シラバス、授業の進め方、評
価の方法等について、自己紹介（英語）
2. Unit 1. 初対面の挨拶、大学の学年、学部の表現を学
ぶ
3. Unit 2. 出身地について：自分の出身地を紹介する表
現を学び、ペアで話す
4. Unit 3. 日常の生活パターンについて：普段の習慣と
その頻度について話そう
5. Unit 4. 過去の出来事についてはなそう
6. オンライン英語学習：TEDで英語プレゼンテーショ
ンを視聴しよう
7. Unit 5. 未来やこれからの予定について話そう：夏休
みの計画についてのダイアローグ
8. Unit 6. 自分の意見を述べよう：主張したいこととそ
の理由を表す表現を学ぶ
9. Unit 7. 理由と度合いを示して同感・反論しよう
10. Listening Test（これまでのユニットのダイアローグ
から）
11. Reading: Resume 英語履歴書を読む、形式を学ぶ
12. Writing: Resume 英語履歴書の作成
13. Reading & Writing: Resume 他の学生の履歴書を読ん
で記録をまとめる
14. Review
15. Final Test（これまでのユニットから）

進行状況により変更になる場合があります。



2019-SJ00009612-C4インターミディエイト・イングリッシュⅡ「ｽ特推-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

　英語4技能の内、リーディングとリスニングの力を養いま
す。一概に英語といっても、目的や媒体によって、その伝え方
や特徴点は異なります。本授業では、ニュースや雑誌の英語、
エッセイの英語、文学・批評で使われている英語、さらには、
ポピュラーカルチャーの英語といったような、領域を横断した
素材を扱うことで、多様な種類の英語に触れます。この演習を
通し、「英語によって必要な情報を発信していく」という能動
的且つ創造的な姿勢を養います。また毎回、前回の授業の内容
に基づいた確認テストを行い、学習内容を確実に身につけま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏の新聞や広告、批評、小説、エッセイなど、様々な素材
を読み、聞き取る訓練を通し、英語特有の表現を着実に身に着
ける。毎回の訓練によって、様々な状況下（ビジネス、職場で
のやりとり、文書作成等）で適切な英語表現を使い分け、英語
を意思発信の「ツール」として使用できるようになることを目
標とする。(技能) (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、小テストを行うので、指示のあった箇所の復習を各自で
必ず行い、授業に臨むこと。（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：40％　（本授業は、グループワークが中心となりま
す。グループワークが円滑に進められている場合は、その姿勢
を高く評価します。）

小テスト20％　（合計10回。ディクテーションやショートエッ
セイなど、授業で扱った素材からの出題です。事前に指示しま
すので、授業終了後、各自必ず自宅学習をして臨むこと。毎回
の小テストは、10点満点で、そのうち6点以上で合格としま
す。5点以下だと成績に反映されません。）

クラス内テスト40％（Reading 20%, Dictation 20%）

※尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。
※授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価が
できないため、単位取得が難しくなる場合があります。
※授業中には、教員が教室を巡回します。遅刻や居眠り、ス
マートフォンの使用、授業内容とは関係のない私語等を発見し
た場合は、平常点から減点します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No textbook is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. 歌詞の英語
3. アニメーションの英語
4. 物語の英語①
5. 物語の英語②
6. 映画の英語
7. 新聞・雑誌・広告の英語①
8. 新聞・雑誌・広告の英語②
9. 新聞・雑誌・広告の英語③
10. プレイスメント・テスト
11. 就職試験の英語
12. 批評・エッセイの英語
13. 翻訳の英語
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却・解説及び後期の総括



2019-SJ00009612-C5インターミディエイト・イングリッシュⅡ「ｽ特推-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

NTV News 24（日テレNews 24 English）をもとにしたテキスト
を用いて、国内の時事ニュースの映像を視聴しながら、リスニ
ングのトレーニング（聞き取り、内容把握）をします。また、
そのニュースの内容を英語で読んで、必要な情報を早く正確に
理解するトレーニングをします。授業の後半では、日本人ス
ポーツ選手が英語でインタビューに応じる様子を視聴し（教員
オリジナル資料）、英語を使う練習を行います。毎回、授業の
最後に復習テストを兼ねた課題、および発話練習を行い、学習
したことを確実に身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語ニュースの大意を英語で聞き取り、説明できる。(技能)

②時事英語の英文を読み解くことができる。(技能)

③簡単な英語で発話することができる。(技能)

④時事英語の重要表現を身につけ、使うことができる。(知
識・理解)

⑤自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞各ChapterのCheck Your VocabularyおよびVocabulary
Buildingの箇所を事前に解いておく。（２）音声ファイルを
使って発音ができるように練習しておく。（45分）
復習：（１）学習したChapterの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）インタビュー原稿（英語）を使って発話の練習をす
る。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標⑤）
・課題提出：15%（到達目標①②④⑤）
・英語での発話：30%（到達目標③）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]NTV News 24 English 2
[Author(s)]津田晶子、金志佳代子 他
[Publisher]英宝社
[ISBN]978-4-269-17024-7
[Comments]テキスト価格 2,400円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Chapter 1 ANA Debuts Virtual Travel System
３．Chapter 2 700,000 Japanese Could Suffer Gambling
Addiction
４．Chapter 3 University Grad Employment Rate Hits All-Time
High
５．Chapter 4 First Self-Driving Car Trial on Public Roads
６．Chapter 5 Japan Mulls Congestion Pricing for Kyoto,
Kamakura
７．Chapter 6 All Aboard the ‘Love Train’
８．Chapter 7 Seven Eleven Japan to Add Lockers for E-
Commerce
９．Chapter 8 Kumamoto Castle Repaired
１０．プレイスメント・テスト
１１．Chapter 9 Training to Bike
１２．Chapter 10 Robot Phone Rentals to Start
１３．Chapter 11 Record Minors Fall Victim to Crimes through
Social Media
１４．Chapter 12 New App Aims to Cut Food Waste
１５．Chapter 13 Japan High School Girls Least Happy with
Body Shape: Survey



2019-SJ00009613-B3インターミディエイト・イングリッシュⅢ「ｽ特推-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスでは英語を総合的に学習する。その中でも「読
む」学習と「聞く」学習を行うとともに、コミュニケーション
のための英語表現の学習も行う。
　「読む」学習では、英語圏の標準的な英文を読んでその意味
するところを正確に把握し、概要や要点をまとめて書き手の意
図を理解する。さらに、そのために必要な語彙の増強、文法力
の強化、異文化に対する理解も図る。
　「聞く」訓練では、CALL(Computer Assisted Language
Learning)を活用してDVD教材(教科書以外も含む）の自然な英
語を聞き、その概要や要点をとらえる能力を養成する。

　毎回1章ずつ進むので単語などの予習が必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文の概要が聞いて理解できる(知識・理解)

②基本的な語彙を身に着ける
(技能)

③英文の概要が読んで理解できる(知識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次の回でするUnitのうち、リスニング以外の内容に
ついて、単語を調べるなどの予習をする。（60分）
事後学習：学習したUnitの内容について、リスニングも含め復
習をする。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績樹評価します。　

授業の参加状況、予習、および授業態度・積極的参加4割（到
達目標④）、試験（小テスト）の成績6割（到達目標①～③）
で総合的に評価する。60点以上を合格とする。
※このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て再試験を実施しません。

3分の1以上欠席すると、毎回の授業における評価（授業の参加
状況、予習、および授業態度・積極的参加・小テスト）ができ
ないため、単位取得が難しくなる可能性が高くなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Four Corners2A
[Publisher] ケンブリッジ出版
[ISBN]9781108570701　　　　

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．講義の目標と進め方について。1章に入る
2-3　My interents
4-5．Descriptions
6-7．Rain or shine
8-9 Life at home
10．復習
11-13 Health
14．ＴＶ
15．小テスト



2019-SJ00009613-B4インターミディエイト・イングリッシュⅢ「ｽ特推-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・１時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では映画『アバウト・ア・ボーイ』を使って、日常表
現の習得、会話の聞き取り、速読のトレーニングを行う。ただ
単に鑑賞するのではなく、セリフがどのような場面・表情で使
われているか、自分でも使ってみたいセリフ・表現がないかに
注目しながら能動的に映画に取り組んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①自然なスピードの英語を聞き取り、理解できる。(技能)

②日常的に使われる英単語や表現を身につける。(知識・理解)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのVocabulary Warm-UpとPhrasesを予習すること。（15
分）
授業中に取り上げたシーンのスクリプトを最低でも５回は音読
すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（ディクテーション問題への取り組みや発表など
積極的な授業参加を評価する①③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（映画で使われている表現を習得していること
を評価する。到達目標②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画総合教材『アバウト・ア・ボーイ』
[Author(s)]神谷久美子　他
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-643-1
[Comments]テキスト価格￥2,100

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること
2 Unit1 ふたりの男子　シーン①の語彙・表現とディク
テーション
3 Unit2 ウィルSPATに入会　シーン②の語彙・表現とディ
クテーション
4 Unit3 支えが要るんだ　シーン③の語彙・表現とディク
テーション
5 Review:Unit1～3
6 Unit4 ウィルとマーカスの奇妙な友情　シーン④の語
彙・表現とディクテーション
7 Unit5 マーカスを変身させよう　シーン⑤の語彙・表現
とディクテーション
8 Unit6 初めての本物のクリスマス　シーン⑥の語彙・表
現とディクテーション
9 Review:Unit4～6
10 Unit7 ふたりが同時に恋をした　シーン⑦の語彙・表現
とディクテーション
11 Unit8 ウソと半端なホントとホントのホント　シーン⑧
の語彙・表現とディクテーション
12 Unit9 お母さんへの贈り物　シーン⑨の語彙・表現と
ディクテーション
13 Unit10 人は孤島ではない　シーン⑩の語彙・表現と
ディクテーション
14 Review:Unit7～10
15 総括



2019-SJ00009614-B3インターミディエイト・イングリッシュⅣ「ｽ特推-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICに頻出する問題の演習および解説を行
う。TOEIC形式の問題を通して、基本的な語彙の習得や文法事
項の復習、短めの英文リーディング、リスニングの練習を各ユ
ニットで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC400点が取得できる程度の基礎的な語句や文法事項を
身につける。(知識・理解)

②TOEIC400点が取得できる程度の平易な英文を読み解く・聞
き取ることができる。(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのWarm UpとWord Bankを予習すること。（15分）
授業で読んだ英文を最低でも5回音読すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキストの問題への取り組みや発表など積極的
な授業参加を評価する。到達目標③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（テキスト内の英文や文法の理解力および英単
語の習得を評価する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Key to the TOEIC Listening and Reading Test
Goal 400
[Author(s)]Mark D. Stafford
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55261-8
[Comments]テキスト価格各￥1,800
テキストの買い間違いに注意。黄色い表紙。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 Daily Life　Part1,2,3,5,7
3 Unit2 Places　Part1,2,4,5,6
4 Unit3 People　Part1,2,3,5,7
5 Unit4 Travel　Part1,2,4,5,6
6 Unit5 Business　Part1,2,3,5,7
7 Unit6 Office　Part1,2,4,5,7
8 Unit7 Technology　Part1,2,3,5,7
9 Unit8 Personnel　Part1,2,4,5,7
10 Unit9 Management　Part1,2,3,5,7
11 Unit10 Purchasing　Part1,2,4,5,6
12 Unit11 Finance　Part1,2,3,5,7
13 Unit12 Media　Part1,2,4,5,6
14 Unit13 Entertainment　Part1,2,3,5,7
15 総括



2019-SJ00009614-B4インターミディエイト・イングリッシュⅣ「ｽ特推-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

　このクラスでは英語を総合的に学習する。その中でも「読
む」学習と「聞く」学習を行うとともに、コミュニケーション
のための英語表現の学習も行う。
　「読む」学習では、英語圏の標準的な英文を読んでその意味
するところを正確に把握し、概要や要点をまとめて書き手の意
図を理解する。さらに、そのために必要な語彙の増強、文法力
の強化、異文化に対する理解も図る。
　「聞く」訓練では、CALL(Computer Assisted Language
Learning)を活用してDVD教材(教科書以外も含む）の自然な英
語を聞き、その概要や要点をとらえる能力を養成する。

　毎回1章ずつ進むので単語などの予習が必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①標準的な英文を読んで、その概要や要点を理解できるように
なる。
(知識・理解)

②必要な語彙力や文法力をつける。(技能)

③英語を聞き、その概要や要点をとらえることができる。(知
識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次の回でするUnitのうち、リスニング以外の内容に
ついて、単語を調べるなどの予習をする。（60分）
事後学習：学習したUnitの内容について、リスニングも含め復
習をする。(45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績樹評価します。　

授業の参加状況、予習、および授業態度・積極的参加4割（到
達目標④）、試験（小テスト）の成績6割（到達目標①～③）
で総合的に評価する。60点以上を合格とする。
※このクラスは、定期試験期間中に試験は実施しません。よっ
て再試験を実施しません。

3分の1以上欠席すると、毎回の授業における評価（授業の参加
状況、予習、および授業態度・積極的参加・小テスト）ができ
ないため、単位取得が難しくなる可能性が高くなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Four Movie English
[Publisher] 朝日出版
[ISBN] 9784255155852

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．講義の目標と進め方について。1章に入る
2-3　Blue Jasmine
4-5．Oz
6-7．Trance
8．Gravity
9　まとめ１
10．小テスト
11．The imitation game
12-13．White House down
14．The butler
15．まとめ２（小テスト）



2019-SJ00009601-B7フレッシュマン・イングリッシュⅠ「留学生」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、日本のポピュラーカルチャーに関連した動画を
扱い、主にリスニングとディクテーションの演習を行います。
この演習を通し、英語圏で日常的に使われる英語のフレーズを
習得し、「英語によって自分の言葉で必要な情報を発信してい
く」ことを目指します。毎回、前回の授業の内容に基づいた確
認テストを行い、学習内容を確実に定着させます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のリスニング能力を向上させ、学習したフレーズを自分の
言葉として発信していく能力を身につける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、確認テストを行うので、指示のあった箇所の復習を各自
必ず行い、授業に臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点：40％　（授業中の積極的な姿勢を評価します。）
小テスト20％　（合計10回）
クラス内テスト40％ (Dictation, Reading, Listetning)

尚、このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments]No text book is required. Handouts will be provided.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参してください。
遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点し
ます。
授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価
ができないため、単位取得が難しくなる場合があります。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. Strange Tale of Lasagna
3. Immortal Man
4. Memories of Summer Pudding
5. Negotiator's Rule
6. Journey with a Lady
7. Special Menu
8. Long Hot Day
9. Into the Vast Sky
10. The Island of the Cowards
11. Chateau Lajonchee 1944
12. The Forbidden Fruit
13. 前期の復習
14. クラス内テスト
15. クラス内テストの返却と総括



2019-SJ00009602-B7フレッシュマン・イングリッシュⅡ「留学生」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

Cool Japan（NHK）をもとにしたテキストを用いて、異文化の
魅力に関する映像を視聴しながら、リスニングのトレーニング
（聞き取り、内容把握）をします。また、そのニュースの内容
を英語で読んで、必要な情報を早く正確に理解するトレーニン
グをします。授業の中では、１つのトピックについて日本以外
の国ではどうなのか、英語でのディスカッションを通して異文
化理解と内容の定着を図ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語ニュースの大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②時事英語の英文を読み解くことができる。(技能)

③簡単な英語で意見を言うことができる。(技能)

④時事英語の重要表現を身につけて、使うことができる。(知
識・理解)

⑤自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞各UnitのVocabulary Buildingの箇所を事前に解いてお
く。（２）英語でのディスカッションを行うため、あらかじめ
テーマに即した資料をまとめておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）学習したUnitのリスニングパートを使ってシャドー
イングを行う。（３）レポーターの原稿（英語）を使って発話
の練習をする。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標⑤）
・課題提出：15%（到達目標①②④⑤）
・英語での発話、レポート：30%（到達目標③）
・定期試験：40%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Discovering Cool Japan
[Author(s)]津田晶子、金志佳代子 他
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7187-9
[Comments]テキスト価格 2,500円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

（１）授業には必ず辞書を持参してください（スマート
フォンを辞書として使用することは禁止）。
（２）ディスカッションを取り入れるため、積極的な参加
が必要になります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．UNIT 1 Long-Established Businesses
３．UNIT 2 Uniforms
４．UNIT 3 Volunteer Work
５．UNIT 4 High-Tech Living (Automobiles)
６．UNIT 5 Japanese Tableware
７．UNIT 6 Homemakers of Japan
８．UNIT 7 Seafood
９．UNIT 8 Voice Actors
１０．プレイスメント・テスト
１１．UNIT 9 Japanized Foreign Dishes
１２．UNIT 10 Bags
１３．UNIT 11 Senior Citizens (Medical Checkups)
１４．UNIT 12 Money
１５．UNIT 13 Monkeys



2019-SJ00009603-E4フレッシュマン・イングリッシュⅢ「留学生」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、世界の多様な英語を地域性と社会性の現れた正
当な英語として肯定的に認知し、互いに尊重し合う「国際英語
論（world Englishes)」という視点に立ち、英語ネイティブス
ピーカーの英語のみならず、地域性や民族性が現れた世界に存
在する様々な英語をモデルとして、また言語材料として提示
し、学習します。
　学習内容はインタラクション活動が多く、インプットのみな
らず、アウトプットに重点を置き、「自分たちに関係するこ
と」を中心に、英語で話し、聞き、読み、書く（メモを取る）
という4技能を伸ばす各種言語活動に取り組みます。また、ほ
ぼ毎回、課題として各ユニットのテーマに沿った短い英文を各
自のパソコンを使用し、ワード文書で作成して提出してもらい
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①国際英語論（world Englishes）の基本的な考え方を身に付け
る(知識・理解)

②世界中で話される様々な英語変種に慣れ、聞き取ることがで
きるようにな　る(技能)

③英文の内容を正確に読んで、理解できるようになる(技能)

④学習した英語表現を用いて簡単な会話ができるようになる
(技能)

⑤自律的な英語学習者になるよう、積極的に学習に取り組むこ
とができるよ　うになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：付属のCDを前もってよく聞いて、各授業で扱う英語変
種（その国々の典型的な英語）にある程度慣れておいてくださ
い。(45分）
復習：テキストでの学習でうまく言語活動ができなかった箇所
は、自宅で再度鏡の前でやってみてください。英語力の習得に
は、「習うより慣れろ（Practice makes perfect.）」が大切で
す。(45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：20％（到達目標①②③④）
課題点：20％（到達目標⑤）
最終試験：60％（到達目標①②③）

このクラスは定期試験期間中には試験を実施しません。よっ
て、再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Global Activator
[Author(s)]　塩澤　正 他
[Publisher]　金星堂
[ISBN]　9784764740037
[Comments]　テキスト価格　￥2,000

◎－－－　参考書　－－－◎

　英語学習上利便性の高い優良サイトを適宜紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業を欠席すると平常点の評価ができないため、単位取
得が難しくなる場合があります。病気で欠席する場合には
病院からの領収書、クラブ活動その他の理由で欠席する場
合にはそれに応じた証明書を提出してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の概要　Unit 1:Japan College Life
2.Unit 1:Japan College Life
3.Unit 5:Korea International Food
4.Unit 5:Korea International Food
5.Unit 6:Singapore World Englishes
6.Unit 6:Singapore World Englishes
7.Unit 7:Hong Kong Weekends/Vacations
8.Unit 7:Hong Kong Weekends/Vacations
9.Unit 10:China Shopping
10.Unit 10:China Shopping
11.Unit 11:USA Traveling/Studying oversea
12.Unit 11:USA Traveling/Studying overseas
13.総まとめ
14.質疑応答その他
15.最終試験



2019-SJ00009604-E0フレッシュマン・イングリッシュⅣ「留学生」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

　日本の大学で学習生活を始めた留学生のために、実際のキャ
ンパスライフに密着した英語表現を数多く学ぶための練習をお
こないます。
　そのために、「音読(reading aloud)」や「筆写(writing)」の方
法を用いて、基礎的な語いや文法事項の確認に重点をおきま
す。
　何度も音読をしながら、英語が口からすぐに出てくるように
練習を積み重ねます。また実際に英語を書いてみる作業をおこ
なって、表現を確認し、定着させるように練習を繰り返しま
す。英語の表現が日本語ではどのような表現になるのかについ
ても、確認しながら、正しい日本語を話すことができるように
します。
　授業外でも、使用テキストとリンクしたWeb英語学習システ
ムを使って、モバイル・ラーニングに積極的に取り組んでもら
い、みなさんの英語学習を活性化させていきます。
　どうぞ積極的に授業に参加して、英語力を伸ばしてくださ
い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英米の大学や異文化に関する情報を読み、理解できる。(知
識・理解)

②大学生活の中で聞く対話に出てくる重要単語や表現、文法項
目を理解できる。(技能)

③授業で学習した対話を音読筆写し、実際にペアワークで使っ
てみて、お互いのコミュニケーションに役立てることができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各回の授業範囲について、練習問題を解答し、授業での
質問に備える（60分）。復習：授業で学習した英単語と表現
を、もう一度音読、筆写して、自分で使えるものとなるように
復習する（課題「音読・筆写シート」の記入）（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により成
績評価します。
平常点10%（到達目標③）、小テスト「英語表現の日本語訳」
（到達目標①）20％、課題「音読・筆写シート」の提出（13
回）（到達目標②）30％、定期試験（筆記試験）50％（到達目
標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Let's Read Aloud & Learn English: On Campus
[Author(s)]Teruhiko Kadoyama,Simon Capper
[Publisher]Seibido
[ISBN]978-4-7919-7182-4
[Comments]2,200yen

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず英和辞典（電子辞書等、スマートフォンは不
可）を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

以下、各回の音読と筆写トピックと学習する文法項目を記
す。
第１回：What's your Major? be動詞
第２回：How do you like your new school? 一般動詞（現在
形）
第３回：Let me introduce a new member to you. 一般動詞（過
去形）
第４回：How was your Golden Week? 未来形
第５回：I'm looking for a part-time job. 進行形
第６回：What do you call this in Japanese? 受動態
第７回：Have you been there? 現在完了形
第８回：Could you tell me how to get there? 助動詞
第９回：What do you want me to do? 不定詞
第１０回：I'm on a tight budget. 関係詞
第１１回：What do you think of this program? 形容詞・副詞
第１２回：I'm reviewing what I studied. 接続詞・前置詞
第１３回：Final exam week is so stressful. 動名詞
第１４回：Is this your first trip abroad? 分詞
第１５回：What would you like to order? 比較



2019-SJ00009611-C3インターミディエイト・イングリッシュⅠ「留学生」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、日本文化と英語圏文化の違いに関するエッセイ
を読みます。文化に関する評論を読み、理解し、自分の考えを
他の人に伝えられるようにすることを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語で書かれた評論を理解できる。(知識・理解)

②自分の意見を英語で述べることができる。(技能)

③異文化に対して、積極的に興味と理解を持とうとする姿勢を
身に付け、自律的な英語学習者になれるように英語学習に取り
組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：本文を読み、I: Vocabulary CheckとII: T/F Questionsまで解
く（45分）。
復習：学習した範囲の内容を再読し、理解する（45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績
評価します。

平常点：50％（到達目標③）
定期試験：50％ （到達目標①②）

遅刻をくりかえしたり、欠席が1/3を越えると平常点の評価が
困難になりますので注意してください。
 
 

 

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Step Up to Better English
[Author(s)] Takayuki Ishii et al.
[Publisher]Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15469-5
[Comments]必ず購入しておいて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

予習・復習を必ずしてから授業に臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1 Orientation
Week 2 Ch. 1 Differences in Greetings between Japan and the
West
Week 3 Ch. 2 Which Is More Difficult, English or Japanese?
Week 4 Ch. 3 Different Ways of Thinking: Sense of Identity
Week 5 Ch. 4 Mysteries of Alphabet and Kanji
Week 6 Ch. 5 Laughing in Culture and Science
Week 7 Ch. 6 Different Americans and the Same Japanese
Week 8 Ch. 7 Japanese Outlook on Religions＋Review Test
Week 9 Ch. 8 Compact Culture in Japan
Week 10 Ch. 9 Life after Death
Week 11 Ch. 10 Aging Society with the Declining Birthrate
Week 12 Ch. 11 Right Culture and Left Culture
Week 13 Ch. 12 Foot culture and hand Culture
Wee 14 Ch. 13 What Labor Means in Japan and the West
Week 15 Ch. 14 Westernization of Japan and the Japanese
Culture + Review



2019-SJ00009612-C3インターミディエイト・イングリッシュⅡ「留学生」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では主に以下の三つの活動に取り組みます。

(1) TED（Technology Entertainment Design）は、世界中の著名人や
一般人による講演会を開催・配信している非営利団体です。授業で
は、「ideas worth spreading (広める価値のあるアイデア)」の精神の
下で披露された様々なジャンルの英語によるプレゼンテーションを
オンラインで視聴します。英語と日本語の字幕やトランスクリプト
を活用して読む活動も行い、内容の理解を深めつつ生の英語や熱く
語られるメッセージの醍醐味を味わいます。

(2) 異なるテーマや場面に関するロールプレイ活動を英語で行いま
す。モデルダイアローグを聞き、音読し、ペアで内容を書き直し、
練習し、発表までつなげます。英語特有の発音や音の変化、強弱の
リズム等を学び、発表に活かします。

(3) アカデミックな内容のパッセージを英語で読み、聞き、ノート
をとる学習に取り組みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語のプレゼンテーション（字幕付き）を視聴し、生の英語の速度
や発音に慣れ、大意を理解するスキルの向上(技能)

英文パッセージを読み、要点や大切な情報を的確に理解できるよう
になる(技能)

他の学習者と協力して、英語ダイアローグを作成し、音読練習し、
発表することができる(技能)

自律的な英語学習者になるよう、自主的にオンラインを利用して英
語学習に取り組むことができる(態度・志向性)

英語の発音や音の変化の特徴を理解できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：配布プリントの英文を読み、語彙のセクションに取り組む。
オンライン教材を視聴する。(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。既習教
材の単語を覚える。(30分)

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。

* 平常点（学習活動参加状況、協働学習、授業態度、積極な発言
等）４０％
* 課題＆発表３０％
* Final Test（期末テスト）３０％

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。
やむを得ない事情（伝染病の罹患、忌引き、公式戦出場など）によ
り、授業内テストを欠席した場合は、課題などの措置をとります。
フィードバックとしてテストを回収後、解答の解説を行ないます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Comments] 指定の教科書はありません。授業プリントを
使用

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 毎回、イヤフォンかヘッドフォン（3.5㎜ステレオミニプ
ラグ）と授業プリントを入れるフォルダー（A4サイズ）、
ノート、及び辞書を持参して下さい。
* 毎回出席し、積極的に授業に参加すること。出席しても
授業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がりま
す。自発的な発言や質問、発表が大切です。
* 授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表
等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場合があ
ります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：授業の進め方、評価法等につ
いて、Self-introduction
2. Lecture: Orientation for college courses, Note-taking (講
義ノートの取り方), & English pronunciation (発音)
3. TED 1 (TED: Ideas worth spreading)イントロダクショ
ン& Role play 1 (Reading)
4. TED 2 & Role play 2 (Writing)
5. TED 3 & Role play 3 (Practice)
6. Review
7. TED 4 (課題プリント) & Role play 4 (Presentation)
8. Reading 1: Sleep
9. Reading 2: Good health & Role play 1 (Reading)
10. プレイスメントテスト
11. Reading 3: Vision and attention & Role play 2 (Writing)
12. Reading 4: Studying abroad & Role play 3 (Practice)
13. Music (Reading lyrics) & Role play 4 (Practice)
14. Music (課題プリント) & Role play 5 (Presentation)
15. Final Test

進行状況により変更になる場合があります。



2019-SJ00009613-B2インターミディエイト・イングリッシュⅢ「留学生」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、わが国で実施される英語検定試験でも最近最も注
目を浴びているTOEIC試験のスコアアップにつながるように、
リスニングとリーディングの２技能に焦点を当てながら、英語
の語彙・文法・構文などを中心とした英語の基礎的能力の強化
を目指します。英語力を伸ばすためには、日頃の努力の積み重
ねが大いに影響してくるため、日常において自ら少しでも英語
に触れられる環境を作り、目標点に到達できるように目的と意
志をしっかり持って、授業に臨んでください。また、検定試験
対策のみならず、テキスト以外に随時プリントを使用し、ボ
キャブラリー強化につながる英語の豆知識を取り入れた問題も
扱います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの問題形式や頻出単語・表現を身につけていく。(知
識・理解)

②品詞の働きを理解し、文法構造を正確に把握する。(知識・
理解)

③多様な場面において話される英語を聴いて理解する能力を育
成する。(技能)

④ビジネスや日常生活などに関する英文を読んで、情報や考え
など書き手の意図を正確に読み取ることができる。(技能)

⑤授業内外で、主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎週実践的にテキストの問題を解いていくので、毎回予習・復
習は必須です。

事前学習：(1) 次回の授業時に触れるunitにおいて、わからない
語彙や言い回しについて、英和辞書で調べておいてください。
（20分）
(2) テキストのリーディングのパート(Part 5～7)を解いておいて
ください。（30分）

事後学習：リスニング・リーディングの両パートにおいて学習
した事柄（とくに語法・語彙・言い回しについて）復習してく
ださい。特にTOEIC試験の対策として、ボキャブラリー強化と
速読力などを身につけるための努力が必要です。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点: 20%（学習状況、課題提出、授業への参加度等）
（到達目標⑤）
・小テスト: 20 %（ボキャブラリーテスト） （到達目標
①②⑤）
・定期試験: 60%（到達目標①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST: Level 2 ‒Intermediate‒
[Author(s)] 北尾泰幸、西田晴美、林姿穂、Brian Covert
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 9784255155951
[Comments] 2018年発行 1700円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

参考書等については、授業中に必要に応じて推薦します。
質問等はEメールにて受け付けます（初回の授業時にメー
ルアドレスを教えます）。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業では、必ず英和辞書を持参してください（ス
マートフォンを辞書代わりとすることは禁止です）。授業
中、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁止で
す。また、他の受講生の迷惑となる行為や、授業の進行を
妨げる様な行為（例：授業とは関係のない私語、授業の内
容の録画、撮影あるいは配信等の行為） は絶対にしない
でください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation & Some Warm-ups
2. Unit 1: Eating Out　文法： 動詞（1）
3. Unit 2: Travel　文法： 動詞（2）
4. Unit 3: Amusement　文法： 品詞
5. Unit 4: Meetings　文法： 分詞
6. Unit 5: Personnel　文法： 不定詞と動名詞 （1）
7. Unit 6: Shopping　文法： 不定詞と動名詞 （2）
8. Unit 7: Advertisement　文法： 仮定法
9. Unit 8: Daily Life　文法： 受動態
10. Unit 9: Office Work　文法： 代名詞
11. Unit 10: Business　文法： 数量詞
12. Unit 11: Traffic　文法： 接続詞
13. Unit 12: Finance and Banking　文法： 前置詞
14. Unit 13: Media　文法： 語彙
15. Unit 14: Health and Welfare



2019-SJ00009614-B2インターミディエイト・イングリッシュⅣ「留学生」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　使用テキストは、現在、国の内外で論争となっている、様々
な社会問題についてです。明確に理由を述べて、相手を説得す
る術も、併せて身に着けるようにします。
　聴きとり問題、正誤問題、文法問題を含めての問題を解き、
読んだり、聴いたりしているうちに、必ず力がつくはずです。
テキストには英語の質問や、注釈がたっぷりついています。
　毎回、英語で小テストをします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会に対する一般的知識をつけます。(知識・理解)

英語、とくに読解とリスニングの力をつけます。(技能)

積極的な態度で授業を受けます。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

学習したばかりのものが頭脳に効率よく定着するように、でき
れば当日中に復習をする習慣を身につけましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業への参加態度、小テストなど平常点　50%
定期試験　50%

◎－－－　テキスト　－－－◎

Title]Take a Stance: Discussing Today's Controversial Issues 2
[Author(s)]Ichizo Ueda, etc.
[Publisher]Cengage
[ISBN]978-486312-333-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携

◎－－－　授業計画　－－－◎

毎回ひとつずつunitをこなします。
1.Staying connected
2.Women's protection orｇender equaltiy?
3.Eco or ego?
4.A Rewarding pastime or a waste of time?
5.Democracy
6.Hopes and fears around casinos
7.High schoolers work part-time?
8.Globalization
9.Humans or AI?
10.Job hunting
11.Big or limited government
12.Homelss
13.Severe punishment or rehabilitation?
14.Open borders or closed societies?
15.まとめ



2019-SJ00009601-C0フレッシュマン・イングリッシュⅠ「B再」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部２時限　　試験時間割：2019/07/24　夜１限　　

米永　正敏

◎－－－　概要　－－－◎

高校での学習内容を基に、より実践的な英語に触れていきま
す。主に現代社会の時事問題や、企業のビジネス活動に関連し
た英文記事を講読していきます。
基本的な語彙の意味の確認、および英文法の説明（文の要素、
文型、不定詞、関係詞などの修飾関係など）を通して、英文の
構造を把握し、記事の内容の理解を深めます。
英語から日本語へという単純な言語の置き換えではなく、内容
をしっかり理解することを第一の目標とします。その後に、英
文に忠実な和訳の演習をします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な英文の構造を把握できる(知識・理解)

ビジネス関係の語彙を理解できる(知識・理解)

時事問題の背景を調査することできる(技能)

ビジネス記事など、現代の標準的な英文を読解できる(技能)

現代の時事問題を日常的に考えるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

英単語、英熟語の意味や、時事問題の背景など調べましょう。
現代の時事問題、ビジネス活動に関する英文記事ですので、新
聞やテレビのニュースに目を通すようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の得点を９０％、レポートや平常の学習態度等を１
０％として、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に教材プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が度重なると平常の学習態度等の評価ができず、結
果、単位取得が難しくなる場合があります。
英語の辞書（書籍の辞書、電子辞書）を必ず持参してくだ
さい。
適宜、レポートを課します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2　英文法の基礎（１）：文の要素、文型、品詞
3　英文法の基礎（２）：動詞の時制、不定詞、
関係代名詞など
4　英文講読・速読の練習
5　教材プリント　Ｎｏ．１：英文の構造
6　教材プリント　Ｎｏ．２：文の要素
7　教材プリント　Ｎｏ．３：品詞の分類
8　教材プリント　Ｎｏ．４：名詞
9　教材プリント　Ｎｏ．５：動詞
10 教材プリント　Ｎｏ．６：時制
11 教材プリント　Ｎｏ．７：不定詞
12 教材プリント　Ｎｏ．８：関係代名詞
13 教材プリント　Ｎｏ．９：関係副詞
14 教材プリント　Ｎｏ．１０： 分詞構文
15 復習：質疑応答



2019-SJ00009601-C1フレッシュマン・イングリッシュⅠ「再①」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

英語の好き嫌いに関わらず、海外の映画、ドラマ、動画、音楽
を楽しむ人は多いでしょう。この授業では、アメリカで2009年
から2015年にかけて6シリーズで放映された人気TVドラマ『グ
リー』を使ったテキストを使い、実践的な英語を学習します。
ダンスと合唱を組み合わせたパフォーマンスをするグリー部に
所属する高校生たちの日常生活を見ながら、英語のフレーズを
暗記するだけではなく、それが実際にどのような場面で使える
のかを理解したり、自然な英語の発音や聞き取りの練習をした
りすることで、「使える英語」を身に付けましょう。また、ア
メリカ文化について本テキストで学んだことをきっかけに、自
分でもリサーチをして知識を深めましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①口語表現を含め、英語の語彙を身につける。(知識・理解)

②自然な英語を聞き取ることができる。(技能)

③英語で書かれた文章の内容が理解できる。(技能)

④自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各Unitの最初のページにあるVocabulary A, Bの問題（60
分）
復習：小テストの準備と、各Unit3ページ目にあるPartial
Dictationの音読（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として評価します。
(1)授業参加態度 10%（到達目標④）
(2)小テスト　20%（到達目標①）
(3)リスニングテスト　30%（到達目標①②）
(4)定期試験　40%（到達目標①②③）
注1：欠席は、(1)(2)の評価ができないため、減点の対象になり
ます。
注2：定期試験を受けない場合は、他の評価が満点であって
も、60点に満たないので単位を取得することはできません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]　Communicate in English with glee─The Road to
Sectionals（『グリー』で学ぶコミュニケーション英語②
地区大会への道）
[Author(s)]　角山照彦、Simon Capper（編）
[Publisher]　松柏社
[ISBN] 978-4-88198-742-1
[Comments] 価格2,200円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業で座席を指定するので、前期の間、その座席に
ついてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 講義概要説明
2. Unit 1　確認する　現在完了
3. Unit 2　依頼する　動名詞
4．Unit 3　話を切り出す　関係詞
5. Unit 4　援助を申し出る　比較
6. Unit 5　反論する　不定詞
7. Unit 6　許可を求める　進行形
8. Unit 7　怒りを表す　使役動詞
9. Unit 8　謝罪を受け入れる　助動詞
10. Unit 9　話に割り込む　受動態
11. Unit 10　説得する　仮定法
12. Unit 11　驚きを示す　不定詞
13. Unit 12　助言をする　仮定法
14. リスニングテスト
15. review
（進捗状況によって、変更になることがあります。）



2019-SJ00009601-C2フレッシュマン・イングリッシュⅠ「再②」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・５時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

この授業は英語を正しく理解するために欠くことのできない４
技能の内、リーディングとリスニングの能力に焦点を当てま
す。
基本的な英文法・英単語の再確認を繰り返し行うことで基礎事
項の復習を行いながら、英文全体を客観的に把握するための論
理的思考力の向上を目指します。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も同時に養います。
従来の読む事に重きを置いた英語学習ではない、英文全体を見
ながら文意を正しく理解する力を身につけましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、短い英
文を書くことができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Communicative English Grammar for Speaking and
Writing
[Author(s)]Shukei Funada　他
[Publisher]EIHOSHA
[ISBN]978-4-269-33038-2
[Comments]テキストに加え自作ハンドアウトを配布する事
がある

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Lesson 1: 主語（１）人間主語

3. Lesson 2: 主語（２）無生物主語

4. Lesson 3: 時制

5. Lesson 4: 冠詞

6. Lesson 5: 名詞の可算性

7. Lesson 6: 名詞修飾

8. Lesson 7: 名詞構文

9. Lesson 8: 助動詞

10. Lesson 9: 不定詞・動名詞

11. Lesson 10: 否定

12. Lesson 11: 受動態

13. Lesson 12: 比較

14. Lesson 13: 代名詞It

15. Lesson 14: 前置詞・副詞, Review



2019-SJ00009601-C3フレッシュマン・イングリッシュⅠ「再③」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　英語表現を比較的自由にアウトプットできるようになるため
には、たくさんの上質な英語をインプットすることが必要で
す。本授業ではEnglish Discoveries Onlineというe-learing教材を
利用して、英語4技能をバランスよく身に付けていきます。多
量のインプットを確保するため、授業の内外での学習を計画的
に実施いたします。また、授業内では、時間が許せば、
Randall's ESL Cyber Listening Labというサイトを活用して、リス
ニングとノートテイキングの能力を補完します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①アウトプットに必要な英語の語彙や文法を身に付ける。(知
識・理解)

②英語の4技能をバランスよく修得する。(技能)

③e-learningを活用して自律的な英語学習者になるよう、積極的
に英語学習に取り組むことができるようになる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：e-learning教材を活用して計画的に課外学習を実施してく
ださい。（120分）
復習：授業内での学習で間違ったポイントは再度復習して確実
に身に付けるようにしてください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（到達目標①②③）
e-learning教材の進捗度：50％（到達目標①②）
定期試験：20％（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Discoveries Online（e-learning教材）
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]第1回目の授業において配布する「購入申込
書」に必要事項を記入の上、金文堂福大店にて代金を支
払ってください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

第1回目の授業において、テキストの購入方法や学習の進
め方を詳細に説明しますので、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．授業内容・e-learning教材の利用方法などの説明
2．English Discoveries Online(1)
3．English Discoveries Online(2)
4．English Discoveries Online(3)
5．English Discoveries Online(4)
6．English Discoveries Online(5)
7．English Discoveries Online(6)
8．English Discoveries Online(7)
9．English Discoveries Online(8)
10．English Discoveries Online(9)
11．English Discoveries Online(10)
12．English Discoveries Online(11)
13．English Discoveries Online(12)
14．English Discoveries Online(13)
15．まとめと復習



2019-SJ00009601-C4フレッシュマン・イングリッシュⅠ「集中再」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/08/09　４時限　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

比較的平易な英文を読みこなしながら、現代社会や多文化に対
する理解を深めていきます。今回扱う教材は、名作と言われる
映画を題材にしており、興味深く読み進めていけるはずです。
また、英文もそれほど長くなく、平易なスタイルで書かれてい
ます。従って、速読を行うには打って付けの英語教材だと言え
ます。また、単に早いばかりではなく、いかに正確に読み取れ
るかを意識しながらも学習していきます。同時に、記事に使わ
れている重要フレーズを使いこなせるように学習していきたい
と思います。また、単に英語という言葉を学ぶだけでなく、海
外の人々の暮らし、考え方、文化等を深く考える機会にして欲
しいと思います。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）英文法知識を培う。(知識・理解)

（２）英文を通して多文化への理解を深める。(態度・志向性)

（３）英語語彙を増やす。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自宅でのリスニング、多読の時間を積極に設けること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．定期試験（４０％）：（到達目標（１），（２），
（３））
２．課題と発表（６０％）：（到達目標（１），（２），
（３））

ただ出席(Physical Presence)というのは評価の対象にならない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]A Flavor of English: Cinema and Cuisine
[Author(s)]Fiona Wall Minami（他）
[Publisher]朝日出版
[Price] 1,700円
[Published Year]2015
[ISBN]978-4-255-15559-3
[Comments]福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書、テキストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．導入（授業の進め方の説明を受け、リスニング等の自
学学習の方法を実践します）
２．Unit1：Kramer vs. Kramer Mamachari
（2回目以降は、テキストのテーマに沿って学習しま
す。）
３．Unit2：The Devil Wears Prada Greats
４．Unit3：Super Size Me
５．Unit4：Kamome Shokudo
６．Unit5：The Road Home
７．Unit6：Notting Hill
８．Unit7：No Reservation
９．Unit8：Dear Frankie
１０．Unit9：Seabiscuit
１１．Unit10：Charlie and the Chocolate Factory
１２．Unit11：Everybody's Fine
１３．Unit12：The Witch of the West is Dead
１４．Unit13：A simple Life
１５．まとめ



2019-SJ00009602-C0フレッシュマン・イングリッシュⅡ「B再」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部２時限　　試験時間割：2020/01/16　夜１限　　

高瀬　文広

◎－－－　概要　－－－◎

リーディングとライティングを中心に、英語の4技能である
リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの力
を総合的に養います。海外旅行を想定したテキストを使用し
て、異文化を理解しながら、海外に出かけるときの危機管理や
海外のホテルやレストランで使用する表現を学修し、海外で必
要な知識と英語の総合的な力を身につけます。
授業ではアクティブ・ラーニングを取り入れ、学習者が楽し
く・積極的に活動できるように工夫している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

オーセンティックな英語を通して、生の英語の速度やリズムに
慣れ、英語を聴き取れたり、話したりできる。またリーディン
グとライティングの能力も伸ばすことができる。(技能)

海外旅行に関した英文を正確に、速く理解するトレーニングを
積み、速読力を観につける。(技能)

海外で遭遇する様々な異文化を理解することによって、異文化
理解ができる。(知識・理解)

アクティブ・ラーニングを行う授業を通して、楽しみながら積
極的に英語学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回で学修するUnitの英単語やイディオムを辞
書で調べ、英文の内容を理解　（90分）
（２）Unitの各設問であるダイアログや英文法の問題を解答
復習：学修したUnitの音読みと内容理解、文法項目の理解と活
用（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：30％（授業の発表、課題提出、態度等）
・定期試験：70％（読解力、文法、イディオム、異文化理解
度）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Traveling Abroad
[Author(s)]Kiyoshi Yukitoki & Nicholas Bovee
[Publisher]SHOHAKUSHA
[ISBN]978-4-88198-714-8
[Comments]テキスト価格￥1,750

◎－－－　参考書　－－－◎

英和・英英辞典 (電子辞書可)　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、前時の既習事項に関して口頭で質問をし、評価する
ので復習を怠らないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、出席・評価等に関して説明
を受ける。
（10回を除き、2～15回は、下記の通りテキストに沿って
各テーマに基づいて学修します。）
2.Unit 1 Planning on a Vacation
3.Unit 2 Just Before Departure at the Airport
4.Unit 3 Arriving in San Francisco
5.Unit 4 Enjoying a Delicious Meal
6.Unit 5 Appreciating the Beauty of Nature
7.Unit 6 The City that Never Sleeps
8.Unit 7 The City of Angels
9.Unit 8 Traveling on Rout 66: To the Dust Bowl
10.映画を視聴してリスニング力と英語表現を学ぶ
11.Unit 9 Travelling on Rout 66: To the Gateway Arch
12.Unit 10 Travelling on Rout 66: To the Second City
13.Unit 11 New York, New York!
14.Unit 12 America's Salad Bowl
15.Unit 13 Safe Return to the Hilly City



2019-SJ00009602-C1フレッシュマン・イングリッシュⅡ「再①」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、基礎的英語リスニング能力およびスピーキング能
力を身につけます。日常生活で使う基本的な語彙や表現を自然
なスピードでふんだんに聞き、話す場面を通して実生活で応用
できる英語能力を育みます。テクニカル面においては、英語の
音の種類や日本語との音の違いを学習するとともに、シャドウ
イングなどのテクニックを実践することでリスニングやスピー
キング力の向上に努めます。授業では、ペアやグループワーク
による協働作業を多く取り入れます。適宜、学習した内容を応
用し、発表するプロジェクトを行います。評価においては課題
の完成度やその質を重視します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書の指定箇所のリスニング、語彙等の課題（30min)
復習：レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの
学習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

Homework assignments (課題） 30%　（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test （定期試験） 30%   （到達目標1 & 2)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight Split Version (2nd edition):
High Beginner Part A
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-78547-003-5
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ずウェブサイト上で確認の
上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 0: What's your major?
Theme/Topic area: Looking over the course
3: Unit 1: How do you spell that?
Theme/Topic area: Classroom English, looking at countries
4: Unit 2: I like action movies
Theme/Topic area: Talking about likes and dislikes
5: Review 1 (Unit 0-2) + Project 1
6: Unit 3: How much is that?
Theme/Topic area: Fluency with money and prices
7: Unit 4: Is that your cousin?
Theme/Topic area: Describing your family
8: Unit 5: When's your birthday? (continued)
Theme/Topic area: Fluency with dates and ordinal numbers
9: Review 2 (Unit 3-5) + Project 2
10: Unit 6: How was your weekend?
Theme/Topic area: Talking about things you did
11: Unit 7: What do you do?
Theme/Topic area: Describing occupations
12: Unit 8: I get to work at eight
Theme/Topic area: Describing your daily routines
13: Unit 9: It's in front of the lamp
14: Review 3 (Unit 6-9)
15: Overall review of the semester & Project



2019-SJ00009602-C2フレッシュマン・イングリッシュⅡ「再②」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・５時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

英語で書いてある内容を把握するためには欠くことのできない
４技能の内、リーディングとライティングの能力に焦点を当て
ます。
基本的な英文法・英単語の再確認を行うことで基礎事項の復習
を行いながら、論理的思考力の向上を目指しましょう。
英語を意識しながら読むことで内容を把握する事から理解する
ことへと繋がります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、短い英
文を書くことができるようになる。(技能)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Fundamentals of English Composition through Living
Grammar
[Author(s)]Shukei Funada / Juliet D. Erickson
[Publisher]英宝社
[ISBN]978-4-269-33041-2
[Comments]テキストに加え自作プリントを配布する事があ
る

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction 授業概要、評価方法に関するガイダンス

2. Unit 1　基本文型(Ⅰ)

3. Unit 2　基本文型(Ⅱ)

4. Unit 3　主語の明示化/命令文

5. Unit 4　名詞/冠詞

6. Unit 5　助動詞

7. Unit 6　疑問文

8. Unit 7　比較

9. Unit 8　進行形/未来形

10. Unit 9　完了形

11. Unit 10　不定詞/動名詞

12. Unit 11　受動態/"It"構文

13. Unit 12,13　接続詞(Ⅰ)/(Ⅱ)

14. Unit 14　関係代名詞/関係副詞

15. Review



2019-SJ00009602-C3フレッシュマン・イングリッシュⅡ「再③」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/22　２時限　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　英語表現を比較的自由にアウトプットできるようになるため
には、たくさんの上質な英語をインプットすることが必要で
す。本授業ではEnglish Discoveries Onlineというe-learing教材を
利用して、英語4技能をバランスよく身に付けていきます。多
量のインプットを確保するため、授業の内外での学習を計画的
に実施いたします。また、授業内では、時間が許せば、
Randall's ESL Cyber Listening Labというサイトを活用して、リス
ニングとノートテイキングの能力を補完します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①アウトプットに必要な英語の語彙や文法を身に付ける。(知
識・理解)

②英語の4技能をバランスよく修得する。(技能)

③e-learningを活用して自律的な英語学習者になるよう、積極的
に英語学習に取り組むことができるようになる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：e-learning教材を活用して計画的に課外学習を実施してく
ださい。（120分）
復習：授業内での学習で間違ったポイントは再度復習して確実
に身に付けるようにしてください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（到達目標①②③）
e-learning教材の進捗度：50％（到達目標①②）
定期試験：20％（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Discoveries Online（e-learning教材）
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]第1回目の授業において配布する「購入申込
書」に必要事項を記入の上、金文堂福大店にて代金を支
払ってください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

第1回目の授業において、テキストの購入方法や学習の進
め方を詳細に説明しますので、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．授業内容・e-learning教材の利用方法などの説明
2．English Discoveries Online(1)
3．English Discoveries Online(2)
4．English Discoveries Online(3)
5．English Discoveries Online(4)
6．English Discoveries Online(5)
7．English Discoveries Online(6)
8．English Discoveries Online(7)
9．English Discoveries Online(8)
10．English Discoveries Online(9)
11．English Discoveries Online(10)
12．English Discoveries Online(11)
13．English Discoveries Online(12)
14．English Discoveries Online(13)
15．まとめと復習



2019-SJ00009602-C4フレッシュマン・イングリッシュⅡ「再④」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：2019/07/27　夜１限　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

受講者の皆さんの大半は英語を学び始めて7年目に入ったとこ
ろだと思います。中には、中学校、高等学校で学習した内容は
すべて熟知していると自信を持って言える人もいるとは思いま
すが、途中で文法などが分からなくなり、それ以来、英語に対
する苦手意識が抜けないという人も少なくないのではないで
しょうか。
　本授業では、中学校、高校などで持たれがちな、文法学習の
堅苦しいイメージを払拭し、楽しく英語の基礎を復習していき
ます。レベルは、高校から大学への橋渡し的なところから、
徐々にらせん状に難易度をアップさせていく予定です。大学受
験教育ではあまり取り上げられることのなかった、コミュニ
ケーション的な要素も盛り込み、英語の面白さ、楽しさを伝え
られる授業になればと考えています。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の4技能の中でも特に聞く、読むといったインプットに
かかわる能力を有する。(技能)

②異文化を理解し、異なる文化的背景を持つ人々と柔軟かつ積
極的にかかわっていこうとする思考を有する。(態度・志向性)

③自らが取り組んだ分野において積極的かつ真摯に取り組み、
授業中も積極的にクラスに貢献できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習よりもむしろ復習に力を注ぎ、次週までに習った表現、単
語等の復習を徹底しておくことが重要です。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。

日頃の学習への取り組み及び試験による評価

・授業態度などを含む学習状況　　２０％(①②③を基準とし
て評価)
・課題提出状況　　　　　 　　　 ２０％(①②③を基準として
評価)
・定期試験　　　　　　　　　　　６０％(①②を基準として
評価)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Breakthrough PLUS Intro 2nd Edition
[Author(s)] Miles Craven
[Publisher]Macmillan Education
[ISBN]978-1-380-00328-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

無断欠席を繰り返すと単位修得が難しくなる場合がありま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業の説明、オリエンテーション
2.Greetings
3.Personal information
4.Friends and family
5.Possesions
6.Interests
7.Lifestyles
8.Home
9.Daily routines
10.Leisure
11.Sports
12.Food
13.Vacations
14.Review
15.総まとめ



2019-SJ00009602-C5フレッシュマン・イングリッシュⅡ「集中再」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2019/09/06　４時限　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では主にリーディング、文法、リスニングを学習し
ます。リーディングにおいてはただ意味を掴むだけでなく、使
用された語句あるいは英文を内容を理解しながら音読すること
によって、英文の理解力の定着をはかります。文法は英文を読
んだり、聞いたり、話したり、書く上での基礎となります。教
科書の例文をきちんと音読することによって、記憶の定着をは
かります。リスニングでは、英語の音声の変化のパターンを学
習します。さらに　受動的にただ聞き流すだけではなく、英文
を聞いて正確に書き取れるように練習します。そして実際に語
句と英文を内容を理解しながら声を出して読むことによって、
リスニング能力を鍛えます。学習したことはリンガポルタに
よって、さらに学習したことの定着をはかります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活で使用する英語の語彙を習得する。(知識・理解)

英文法を利用して英文を話したり、書いたりできる。(技能)

英文を音読したり、読んで内容を理解できる。(技能)

簡単な英文を聞いて理解できる。(技能)

授業以外の時間で英語を学習できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：この教材の音声はダウンロードできるので、あらかじめ
聞いて授業に出席する。語彙、文法とリーディングは辞書を使
用して問題を解答しておく。（30分～１時間程度）
復習：授業のポイントの確認を行う。間違えた問題があればも
う一度解答してみる。（30分～１時間程度）
授業時間以外にもリンガポルタで学習する。（30分～１時間程
度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業中の課題の達成度30%、定期試験70%.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Let's Read Aloud & Learn English
[Author(s)] 角山照彦
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 9784791971824
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書をあらかじめ読んでいることを前提として授業を行
うつもりです。教科書の練習問題の解答だけでなく、基本
的なあるいは重要な語句の意味なども授業中に質問します
ので、きちんと答えられるように準備をしておいてくださ
い。予習してきていないと思われる場合は、授業に積極的
に参加していないものと見なし、平常点を減点します。遅
刻や居眠り、携帯電話・スマートフォン使用などに関して
も、同様の扱いとします。さらに語句の説明や課題を行う
際に辞書（電子辞書可）が必要になりますので、必ず毎回
持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What's your major?
2. How do you like your new school?
3. Let me introduce a new member to you.
4. How was your Golden week?
5. I'm looking for a part-time job.
6. What do you call in Japanese?
7. Have you been there?
8. Could you tell me how to get there?
9. What do you want me to do?
10. I'm on a tight budget.
11. What do you think of this program?
12. I'm reviewing what I studied.
13. Final exam week is so stressful!
14. Is this your first trip abroad?
15. What would you like to order?



2019-SJ00009603-E7フレッシュマン・イングリッシュⅢ「B再」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・二部１時限　　試験時間割：2019/08/01　夜１限　　

米永　正敏

◎－－－　概要　－－－◎

高校での学習内容を基に、より実践的な英語に触れていきま
す。主に現代社会の時事問題や、企業のビジネス活動に関連し
た英文記事を講読していきます。
基本的な語彙の意味の確認、および英文法の説明（文の要素、
文型、不定詞、関係詞などの修飾関係など）を通して、英文の
構造を把握し、記事の内容の理解を深めます。
英語から日本語へという単純な言語の置き換えではなく、内容
をしっかり理解することを第一の目標とします。その後に、英
文に忠実な和訳の演習をします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

基本的な英文の構造を把握できる(知識・理解)

ビジネス関係の語彙を理解できる(知識・理解)

時事問題の背景を調査することできる(技能)

ビジネス記事など、現代の標準的な英文を読解できる(技能)

現代の時事問題を日常的に考えるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

英単語、英熟語の意味や、時事問題の背景など調べましょう。
現代の時事問題、ビジネス活動に関する英文記事ですので、新
聞やテレビのニュースに目を通すようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験の得点を９０％、レポートや平常の学習態度等を１
０％として、総合的に評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に教材プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が度重なると平常の学習態度等の評価ができず、結
果、単位取得が難しくなる場合があります。
英語の辞書（書籍の辞書、電子辞書）を必ず持参してくだ
さい。
適宜、レポートを課します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　オリエンテーション
2　英文法の基礎（１）：文の要素、文型、品詞
3　英文法の基礎（２）：動詞の時制、不定詞、
関係代名詞など
4　英文講読・速読の練習
5　教材プリント　Ｎｏ．１：英文の構造
6　教材プリント　Ｎｏ．２：文の要素
7　教材プリント　Ｎｏ．３：品詞の分類
8　教材プリント　Ｎｏ．４：名詞
9　教材プリント　Ｎｏ．５：動詞
10 教材プリント　Ｎｏ．６：時制
11 教材プリント　Ｎｏ．７：不定詞
12 教材プリント　Ｎｏ．８：関係代名詞
13 教材プリント　Ｎｏ．９：関係副詞
14 教材プリント　Ｎｏ．１０： 分詞構文
15 復習：質疑応答



2019-SJ00009603-E8フレッシュマン・イングリッシュⅢ「再①」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、リーディングとリスニングの力を養いま
す。アメリカの学生向けに作られたニュース番組CNN10をもと
にしたテキストを用いて、様々な国の社会・文化に関する映像
を視聴しながら、リスニングのトレーニング（聞き取り、内容
把握）をします。また、そのニュースの内容を英語で読んで、
必要な情報を早く正確に理解するトレーニングをします。毎
回、授業の最後に復習テストを兼ねた課題、およびレポートを
提出し、学習したことを確実に身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語ニュースの大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②時事英語の英文を読み解くことができる。(技能)

③時事英語の重要表現を身につけ、使うことができる。(知
識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞各UnitのVocabulary, Vocabulary Exercise, Topic
Paragraphの箇所を事前に解いておく。（２）配布されたプリン
トと音源（ダウンロード版）を使ってリスニング練習をしてお
く。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）学習したUnitのリスニングパートを使ってシャドー
イングやディクテーションを行う。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標④）
・課題提出：25%（到達目標①②③④）
・レポート：30%（到達目標④）
・定期試験：30%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CNN 10 Vol. 2 -Student News-
[Author(s)]関戸冬彦、小暮正人 他Lowe 他
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15633-0
[Comments]テキスト価格 1,800円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1：金の歴史とスイスの事情
３．Unit 2：標準時間と夏時間
４．Unit 3：図書館を作ろう
５．Unit 4：ピラミッドとテクノロジー
６．Unit 5：不思議な顔料
７．Unit 6：未来型ショッピング
８．Unit 7：科学者で折り紙職人
９．Unit 8：アイスクリーム大学
１０．Unit 9：ナイジェリア出身の女性ボブスレー選手
１１．Unit10：動物を管轄する動物
１２．Unit11：グーグルがなかった時代には
１３．Unit12：料理を3Dプリンターで
１４．Unit13：ビットコインのオモテとウラ
１５．Unit14：古くなった紙幣は土へ



2019-SJ00009603-E9フレッシュマン・イングリッシュⅢ「再②」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

TOEIC R&L 用の教材を用いて、実用性の高い英語の語彙・文
法・読解力の向上を目指します。
毎回の授業の最後に課題を提出してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

実用的な英語の語彙・知識を増強する。(知識・理解)

実用的な英語の文章の読解力を向上させる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

既習知識の復習をきちんと行って下さい。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点 50%
授業の最後に課題を提出してもらいます。これにより、英語の
語彙・文法の知識を評価します。
定期試験 50%
英語の文章の読解力を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Key Strategies for Success on the TOEIC L&R Test Level
400
[Author(s)]西谷敦子ほか
[Publisher]朝日出版
[ISBN]978-4-255-15635-4
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

無断欠席をしないようにして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の説明
Unit R-1 名詞・形容詞
Unit R-2 動詞・副詞
Unit R-3 代名詞・動詞の形１
Unit R-4 動詞の形２
Unit R-5 前置詞・接続詞
Unit R-6 長文穴埋め問題
Unit R-7 広告
Unit R-1 チャット・Eメール
Unit R-1 Eメール (2)
Unit R-1 手紙
Unit R-1 告知・社内回覧
Unit R-1 ダブルパッセージ
Unit R-1 Review
まとめ



2019-SJ00009603-F0フレッシュマン・イングリッシュⅢ「再③」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/30　２時限　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、わが国で実施される英語検定試験でも最近最も注
目を浴びているTOEIC試験のスコアアップにつながるように、
リスニングとリーディングの２技能に焦点を当てながら、英語
の語彙・文法・構文などを中心とした英語の基礎的能力の強化
を目指します。英語力を伸ばすためには、日頃の努力の積み重
ねが大いに影響してくるため、日常において自ら少しでも英語
に触れられる環境を作り、目標点に到達できるように目的と意
志をしっかり持って、授業に臨んでください。また、検定試験
対策のみならず、テキスト以外に随時プリントを使用し、ボ
キャブラリー強化につながる英語の豆知識を取り入れた問題も
扱います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICの問題形式や頻出単語・表現を身につけていく。(知
識・理解)

②品詞の働きを理解し、文法構造を正確に把握する。(知識・
理解)

③多様な場面において話される英語を聴いて理解する能力を育
成する。(技能)

④ビジネスや日常生活などに関する英文を読んで、情報や考え
など書き手の意図を正確に読み取ることができる。(技能)

⑤授業内外で、主体的に英語学習に取り組むことができる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎週実践的にテキストの問題を解いていくので、毎回予習・復
習は必須です。

事前学習：(1) 次回の授業時に触れるunitにおいて、わからない
語彙や言い回しについて、英和辞書で調べておいてください。
（20分）
(2) テキストのリーディングのパート(Part 5～7)を解いておいて
ください。（30分）

事後学習：リスニング・リーディングの両パートにおいて学習
した事柄（とくに語法・語彙・言い回しについて）復習してく
ださい。特にTOEIC試験の対策として、ボキャブラリー強化と
速読力などを身につけるための努力が必要です。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・平常点: 20%（学習状況、課題提出、授業への参加度等）
（到達目標⑤）
・小テスト: 20 %（ボキャブラリーテスト） （到達目標
①②⑤）
・定期試験: 60%（到達目標①②③④⑤）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] STEP-UP SKILLS FOR THE TOEIC LISTENING AND
READING TEST: Level 2 ‒Intermediate‒
[Author(s)] 北尾泰幸、西田晴美、林姿穂、Brian Covert
[Publisher] Asahi Press
[ISBN] 9784255155951
[Comments] 2018年発行 1700円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業では、必ず英和辞書を持参してください（ス
マートフォンを辞書代わりとすることは禁止です）。授業
中、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁止で
す。また、他の受講生の迷惑となる行為や、授業の進行を
妨げる様な行為（例：授業とは関係のない私語、授業の内
容の録画、撮影あるいは配信等の行為）は絶対にしないで
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation & Some Warm-ups
2. Unit 1: Eating Out　文法： 動詞（1）
3. Unit 2: Travel　文法： 動詞（2）
4. Unit 3: Amusement　文法： 品詞
5. Unit 4: Meetings　文法： 分詞
6. Unit 5: Personnel　文法： 不定詞と動名詞 （1）
7. Unit 6: Shopping　文法： 不定詞と動名詞 （2）
8. Unit 7: Advertisement　文法： 仮定法
9. Unit 8: Daily Life　文法： 受動態
10. Unit 9: Office Work　文法： 代名詞
11. Unit 10: Business　文法： 数量詞
12. Unit 11: Traffic　文法： 接続詞
13. Unit 12: Finance and Banking　文法： 前置詞
14. Unit 13: Media　文法： 語彙
15. Unit 14: Health and Welfare



2019-SJ00009603-F1フレッシュマン・イングリッシュⅢ「集中再」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/08/09　４時限　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では日常生活で使用する英語の語彙、英文を正しく
話したり、書いたりできるレベルの基礎となる英文法、簡単な
英会話を聞きとるリスニング力、日常生活に関することを英語
で表現できる能力、さらにアメリカ（特にニューヨーク）の文
化に関する英文を読む力を養成します。語彙は英語から日本語
だけではなく、日本語から英語になおせるようになるまで繰り
返し練習します。文法は英語をアウトプットできるレベルにな
るように何度も音読し、記憶の定着をはかります。リスニング
では英語の音声の変化のパターンを学習します。受動的に聞き
流すのではなく、英文を正確に聞いて書き取れるようになるま
で練習します。リーディングにおいてはただ意味を掴むだけで
なく、使用された語句あるいは英文を内容を理解しながら音読
することによって、英文の理解力の定着をはかります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活で困らないレベルの基本的な語彙力が身につく(知
識・理解)

日常生活で困らないレベルの基本的な英会話が聞き取れる(技
能)

英文を書いたり話したりする上で困らない英語のグラマーの基
礎力を身に付けることができる。(知識・理解)

文法を利用して簡単な英文を話したり、書けるようになる。
(技能)

アメリカ（ニューヨーク）文化・社会と日本文化・社会の違い
がわかる。(知識・理解)

日常生活で困らないレベルの英語のリーディングの基礎力を身
に付けることができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：この教材の音声はダウンロードできるので、あらかじめ
聞いておく。読解の部分は知らない単語や表現があれば、辞書
で調べておく。（30分～１時間程度）
復習：授業のポイントの確認を行う。間違えた問題があればも
う一度解答してみる。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業中の課題の達成度20%、定期試験80%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Missions! Basic
[Author(s)]Robert Hickling
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740716
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書をあらかじめ読んでいることを前提として授業を行
うつもりです。教科書の練習問題の解答だけでなく、基本
的なあるいは重要な語句の意味なども授業中に質問します
ので、きちんと答えられるように準備をしておいてくださ
い。予習してきていないと思われる場合は、授業に積極的
に参加していないものと見なし、平常点を減点します。遅
刻や居眠り、携帯電話・スマートフォン使用などに関して
も、同様の扱いとします。さらに語句の説明や課題を行う
際に辞書（電子辞書可）が必要になりますので、必ず毎回
持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Welcome to the Big Apple　現在形
2 What’s the Boss Like?　代名詞
3 Masa’s First Day on the Job　前置詞
4 Summer Fun　過去形
5 Hotel Guest Satisfaction　可算名詞・不可算名詞
6 Brainstorming　進行形
7 Glad to Be of Service　WH 疑問文
8 Socializing with Co-Workers　動名詞・不定詞
9 New York State　未来形
10 Sports Talk 　比較級・最上級
11 Tour Day　助動詞
12 Party Time!　現在完了形
13 Office Meeting　関係詞
14 A Bit of History　受動態
15 Farewell, Masa and Lucy　接続詞



2019-SJ00009604-E3フレッシュマン・イングリッシュⅣ「B再」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・二部１時限　　試験時間割：2020/01/27　夜１限　　

高瀬　文広

◎－－－　概要　－－－◎

リーディングとライティングを中心に、英語の4技能である
リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの力
を総合的に養います。身近なトピックを素材としたしたテキス
トを使用して、異文化の知識と英語の総合的な力を身につけま
す。
授業ではアクティブ・ラーニングを取り入れ、学習者が楽し
く・積極的に活動できるように工夫している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

身近なトピックの中に出てくるオーセンティックな英語を通し
て、生の英語の速度やリズムに慣れ、英語を聴き取れたり、話
したりできる。またリーディングとライティングの能力も伸ば
すことができる。(技能)

興味深いテーマに関した英文を正確に、速く理解するトレーニ
ングを積み、速読力を観につける。(技能)

テキストの中に出てくる文化を理解することによって、異文化
理解ができる。(知識・理解)

アクティブ・ラーニングを行う授業を通して、楽しみながら積
極的に英語学習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：（１）次の回で学修するUnitの英単語やイディオムを辞
書で調べ、英文の内容を理解　（90分）
（２）Unitの各設問である問題を解答
復習：学修したUnitの音読みと内容理解、文法項目の理解と活
用　（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：30％（授業の発表、課題提出、態度等）
・定期試験：70％（読解力、文法、イディオム、異文化理解
度）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]elementary TARGET!
[Author(s)]Akira Morita　他
[Publisher]KINSEIDO
[ISBN]978-4-7647-4034-1
[Comments]テキスト価格￥1,800

◎－－－　参考書　－－－◎

英和・英英辞典（電子辞書可）　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回、前時の既習事項に関して口頭で質問をし、評価する
ので復習を怠らないこと.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方、出席・評価等に関して説明
を受ける。テキストに沿って各テーマに基づいて学修しま
す。
2.Unit 1 In Your Free Time
3.Unit 2 Communication Skills
4.Unit 3 World Language and Cultures
5.Unit 4 Health Body, Health Mind
6.Unit 5 Careers Nowadays
7.Unit 6 Fashion Trends
8.Unit 7 Planning a Trip Abroad
9.Unit 8 Are You Into Sports?
10.Unit 9 Parties Are a Lot of Fun!
11.Unit 10 Art in Our Life
12.Unit 11 What Shall We Eat?
13.Unit 12 What Makes a Good Company?
14.Unit 13 Advances in Science
15.Unit 14 Life with Technology



2019-SJ00009604-E4フレッシュマン・イングリッシュⅣ「再①」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：英語の基礎力をチェックし、弱点があればそれを補
強する。
授業の進め方：テキストに沿って進め、1回の授業で１章をこ
なし、知識の確認を図る。
学習の方法：授業で見つけた自分の弱点を次回の授業までに補
強する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 語彙・文法・用法をチェックすることで、その基本が身に
ついていることを確認できる。(知識・理解)

(2) 4技能のうち「読む・話す」の基本ができるようになる。(技
能)

(3) 授業で見つけた自分の弱点を補強することができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教材の指定箇所を学習する。
復習：授業で見つけた自分の弱点を次回の授業（試験あり）ま
でに補強する。
（予習・復習合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
試験（毎回の授業における試験と定期試験）による（100%）
（到達目標の(1)(2)）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Getting Ready to Go Abroad
[Author(s)]島田拓司ほか
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-4024-0
[Comments]1,800円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を受けないと単位は成立しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

海外旅行をするという想定で授業を行う。それぞれの項目
に出てくる英語表現を用いて英語力をチェックし、弱点が
あればそれを補強する。
１　旅の準備
２　空港（前回の授業についての試験あり）
３　機内（前回の授業についての試験あり）
４　入国審査（前回の授業についての試験あり）
５　両替（前回の授業についての試験あり）
６　ホテルにチェックイン（前回の授業についての試験あ
り）
７　ホテル内の施設を利用（前回の授業についての試験あ
り）
８　食事（前回の授業についての試験あり）
９　交通機関の利用（前回の授業についての試験あり）
１０　観光（前回の授業についての試験あり）
１１　ショッピング（前回の授業についての試験あり）
１２　人との出会い（前回の授業についての試験あり）
１３　クリニック・薬局（前回の授業についての試験あ
り）
１４　ホテルをチェックアウト（前回の授業についての試
験あり）
１５　帰途（前回の授業についての試験あり）
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 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

TOEICのテスト形式に倣った演習問題を解くことによって、ビ
ジネスにおける英語を用いたコミュニケーションの基礎となる
語彙・文法力を培います。また、ビジネスの現場で必要とされ
る情報収集力の育成に役立つTOEIC解法のストラテジーについ
ても学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEICに頻出の語彙（=ビジネスに役立つ英単語や表現）を
覚えて身につける。(知識・理解)

②TOEICのリーディング・セクションを効率よく解答できる読
解力を身につける。(技能)

③TOEICのリスニング・セクションを効率よく解答できる聴解
力を身につける。(技能)

④TOEICの出題形式に慣れ、本番の試験にも気後れせずに受験
できる態度を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞ （45分）
テキスト内の指定された英文について、入念に辞書を引いて内
容を把握する。

＜復習＞（60分）
この授業では、復習が特に大切です。テキスト付属のCDを少
なくとも5回は聴き直すようにしてください。さらに、ポーズ
やアクセントのタイミングにも注意しながら、できるだけ音声
に忠実に音読練習もしてください。また、授業中に読んだ英文
も時間を気にせずに一字一句意味を確認しながら丹念に読み直
して下さい。
　
また、授業以外でも英語に触れる機会をできるだけ多くもつよ
うに心がけて下さい。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

・定期試験　５０％（到達目標①②④）
・授業への積極的な取り組み　２０％（到達目標②③④）
・復習テスト　３０％（到達目標①）　

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Simply 500:Acing the TOEIC
[Author(s)]Terry O'Brien et al.
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-18521-5
[Comments]必ず購入しておいて下さい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・充分な予習をした上で授業に臨むようにして下さい。
・授業に参加することは当然なので、欠席や遅刻をしないこと。
・授業を欠席すると平常点の評価ができなくなるため、単位取得が難しくな
る場合があります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

各回の講義につき、テキスト1章分を中心にリスニング・リーディング演習
及び語彙構築のトレーニングを行います。
 
第1回 ガイダンス　

第2回　Unit 1 The Weather
リスニング演習：3人の会話と図表を伴う問題
「天気・天候」に関する語彙と表現を学ぶ。

第3回　Unit 2 Shopping
リーディング演習：空欄補充問題とチャット形式の文書
「買い物」に関する語彙と表現を学ぶ

第4回　Unit 3 At the Airport
リスニング演習：図表を伴う問題
「空港」に関する語彙と表現を学ぶ

第5回　Unit 4　Travel
リーディング演習：空欄補充問題
「旅行」に関する語彙と表現を学ぶ

第6回　Unit 5 Health
リスニング演習：話し手の意図を問う問題
「健康」に関する語彙と表現を学ぶ

第7回　Unit 6　Housing
リーディング演習：空欄補充問題
「居住」に関する語彙と表現を学ぶ

第8回　復習テスト
Unit 7 Mini Test
これまでに学んだ語彙力を試すテストを実施　
　
第9回　Unit 8 Getting a Job
リスニング演習：話し手の意図を問う問題
「就職」に関する語彙と表現を学ぶ

第10回　Unit 9 In the　Workplace
リーディング演習：空所補充問題
「仕事」に関する語彙と表現を学ぶ

第11回　Unit 10 New　Products
リスニング演習：3人の会話と図表を伴う問題
「商品販売」に関する語彙と表現を学ぶ

第12回　Unit 11 Office　Messages
リーディング演習：空所補充問題
「オフィス」に関する語彙と表現を学ぶ

第13回　Unit 12 Sales
リスニング演習：図表を伴う問題と話し手の意図を問う問題
「営業」に関する語彙と表現を学ぶ

第14回　Unit 13 Ordering
リーディング演習：空所補充問題
「商品注文」に関する語彙と表現を学ぶ

第15回　Unit 14 Commuting
リーディング演習：話し手の意図を問う問題
「通勤」に関する語彙と表現を学ぶ
+
授業のまとめ



2019-SJ00009604-E6フレッシュマン・イングリッシュⅣ「再③」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

ハリウッド映画について書かれた批評、動画を観ながらリー
ディング・リスニングの力を鍛える。英語圏で実際に放送され
ているレベルの素材を扱うため、受講者は自宅でも授業で学ん
だ内容を徹底的に復習することが要請される。毎回、指定され
た課題をこなし、また計10回の小テストに合格することが、単
位取得の必須条件となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏で実際に放送されている音声を正しく聞き取り、テクス
トを読解するトレーニングを通し、現代の標準的な英語表現を
身につける。最終的には英語を意思発信の「ツール」として他
者とのコミュニケーションを円滑に行うことができるようにな
ることを目標とする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、小テストを行うので、指示のあった箇所の復習を必ず各
自で行い、授業に臨むこと（60分）。
指示があったテクストの課題に取り組むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：30％（ペアワークや音読演習など、指示のあった課題
に真摯に取り組むなど、授業に対する積極的な姿勢については
高く評価する。）
小テスト：20％（合計10回。授業中に扱ったトピックに関する
会話文からの出題。10点満点中、8点以上で合格。いかなる理
由であれ、欠席した場合は受験することができないので十分注
意すること）
リスニング・テスト：20％（14回目の授業にて行う。授業で扱
うVOAからの出題で、ディクテーション問題。）
定期試験：30％

※遅刻や居眠り、スマートフォンの使用、また授業とは関係の
ない私語は平常点からの減点対象となる。
※授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価が
できないため、単位取得が難しくなる場合がある。十分注意す
ること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Hollywood English
[Author(s)]John S. Lander
[Publisher]Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15544-9
[Comments]テキスト価格¥1,800

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参すること。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. Cloud Atlas（出来事の時系列を英語で理解する）
3. The Dark Knight Rises（登場人物の役割を英語で理解す
る）
4. Another Earth（物語の起承転結を英語で把握する）
5. The Amazing Spider-Man（英語特有のコロケーションに
慣れる）
6. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2（英語特有のコ
ロケーションに慣れる）
7. The Social Network（「口論」の英語を知る）
8. 後期前半のまとめ（VOA Newsの復習）
9. Lincoln（歴史を英語で学ぶ）
10. Ruby Sparks（小説を英語で学ぶ）
11. The Hobbit: An Unexpected Journey（出来事の時系列を
英語で理解する）
12. Argo（世界の政治情勢を英語で理解する）
13. The Tree of Life（思想・哲学に英語で触れる）
14. リスニング・テスト
15. リスニング・テストの返却と後期の総括
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 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・５時限　　試験時間割：2019/07/30　夜１限　　

高田　とも子

◎－－－　概要　－－－◎

ハリウッド映画について書かれた批評、動画を観ながらリー
ディング・リスニングの力を鍛える。英語圏で実際に放送され
ているレベルの素材を扱うため、受講者は自宅でも授業で学ん
だ内容を徹底的に復習することが要請される。毎回、指定され
た課題をこなし、また計10回の確認テストに合格することが、
単位取得の必須条件となる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏で実際に放送されている音声を正しく聞き取り、テクス
トを読解するトレーニングを通し、現代の標準的な英語表現を
身につける。最終的には英語を意思発信の「ツール」として他
者とのコミュニケーションを円滑に行うことができるようにな
ることを目標とする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、小テストを行うので、指示のあった箇所の復習を必ず各
自で行い、授業に臨むこと（60分）。
指示のあったテクストの課題に取り組むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点：30％（ペアワークや音読演習など、指示のあった課題
に真摯に取り組むなど、授業に対する積極的な姿勢については
高く評価する。）
小テスト：20％（合計10回。授業中に扱ったトピックに関する
会話文からの出題。10点満点中、8点以上で合格。いかなる理
由であれ、欠席した場合は受験することができないので十分注
意すること）
リスニング・テスト：20％（14回目の授業にて行う。授業で扱
うVOAからの出題で、ディクテーション問題。）
定期試験：30％

※遅刻や居眠り、スマートフォンの使用、また授業とは関係の
ない私語は平常点からの減点対象となる。
※授業を欠席すると平常点（小テストや課題、発表）の評価が
できないため、単位取得が難しくなる場合がある。十分注意す
ること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Hollywood English
[Author(s)]John S. Lander
[Publisher]Asahi Press
[ISBN]978-4-255-15544-9
[Comments]テキスト価格¥1,800

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書を必ず持参すること。
授業の進行具合によっては、授業計画を一部変更する場合
がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction (授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。)
2. Cloud Atlas（出来事の時系列を英語で理解する）
3. The Dark Knight Rises（登場人物の役割を英語で理解す
る）
4. Another Earth（物語の起承転結を英語で把握する）
5. The Amazing Spider-Man（英語特有のコロケーションに
慣れる）
6. Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2（英語特有のコ
ロケーションに慣れる）
7. The Social Network（「口論」の英語を知る）
8. 後期前半のまとめ（VOA Newsの復習）
9. Lincoln（歴史を英語で学ぶ）
10. Ruby Sparks（小説を英語で学ぶ）
11. The Hobbit: An Unexpected Journey（出来事の時系列を
英語で理解する）
12. Argo（世界の政治情勢を英語で理解する）
13. The Tree of Life（思想・哲学に英語で触れる）
14. リスニング・テスト
15. リスニング・テストの返却と後期の総括



2019-SJ00009604-E8フレッシュマン・イングリッシュⅣ「集中再」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2019/09/06　４時限　　

石川　源一

◎－－－　概要　－－－◎

大学生がTOEICを受験した場合、一般的にリスニングセクショ
ンよりもリーディングセクションの点数が低いという傾向があ
ります。
この授業ではTOEICの受験を想定し、全体の問題形式に慣れな
がら解答するためのスキルアップを目指します。同時に読解力
の向上を目指しながら、文法事項の確認と問題の解答を繰り返
すことによる反復を行います。
英語そのものを理解するためにはもちろん語彙力も必要です
が、英文法が規則性に基づき作られていることに気付く観察眼
も必要となりますので、同時に養います。
従来の英文を読み和訳する事に重きを置いた英語学習ではな
く、英文全体を見ながら文意を正しく理解する力を身につけま
しょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ネイティヴスピーカーの話す英語の速度やリズムに慣れ、聞き
取ることができるようになる。(技能)

英文の内容を正確に早く理解するトレーニングを積み、
Reading問題 Part 7のスコアをアップできるようになる。(技能)

TOEICに必要となる語彙を増強する。(知識・理解)

自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組む
ことができるようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：文法事項の確認や新出の英単語を予習しておくこと (5
分)
復習：授業中に学習した内容を復習し、小テストに備えること
(10分)

※小テストを実施する際、事前連絡は行いません

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

小テスト：20%（到達目標3,4）
授業への積極的参加、発表等：30%（到達目標1,2,3）
定期試験：50%（到達目標1,2,3,4）

※全授業時数のうち3分の1以上欠席した場合、授業中に実施す
る小テスト・発表・参加の評価ができないため単位取得が困難
になる可能性がある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]THE TOEIC TEST TRAINER TARGET 650
[Author(s)]Masahiko Yamaguchi　他
[Publisher]CENGAGE Learning
[ISBN]978-4-86312-274-1
[Comments]テキストに加え自作ハンドアウトを配布する事
がある

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・電子辞書を持っている場合持参する事が好ましい。

・携帯電話の一切の使用を禁じる。

・一般的受講マナーを厳守すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction  授業概要、評価方法に関するガイダンス　
　

2. Unit 1: 提案-時制1

3. Unit 2: 確認-自制2

4. Unit 3: 会話を始める-助動詞1　　

5. Unit 3: 会話を始める-助動詞2

6. Unit 4: ニュース報道-フレーズリーディング　　

7. Unit 5: 義務-代名詞　　

8. Unit 6: 理由-前置詞　　

9. Unit 7: 苦情-接続詞　　

10. Unit 8: 交通情報-スキャニング　　

11. Unit 9: Yes/Noで答える質問-関係詞　　

12. Unit 10: 意見-分詞構文　　

13. Unit 11: 意見の一致・不一致-仮定法　　

14. Unit 12: 会議-スキミング

15. Review



2019-SJ00009611-C6インターミディエイト・イングリッシュⅠ「B再」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・二部２時限　　試験時間割：2019/07/24　夜２限　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

比較的平易な英文を読みこなしながら、現代社会や多文化に対
する理解を深めていきます。今回扱う教材は、短い英語ニュー
スを題材にしており、興味深く読み進めていけるはずです。ま
た、英文もそれほど長くなく、平易なスタイルで書かれていま
す。従って、速読を行うには打って付けの英語教材だと言えま
す。また、単に早いばかりではなく、いかに正確に読み取れる
かを意識しながらも学習していきます。同時に、記事に使われ
ている重要フレーズを使いこなせるように学習していきたいと
思います。また、単に英語という言葉を学ぶだけでなく、海外
の人々の暮らし、考え方、文化等を深く考える機会にして欲し
いと思います。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）英文法知識を培う。(知識・理解)

（２）英文を通して多文化への理解を深める。(態度・志向性)

（３）英語語彙を増やす。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自宅でのリスニング、多読の時間を積極に設けること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．定期試験（４０％）：（到達目標（１），（２），
（３））
２．課題と発表（６０％）：（到達目標（１），（２），
（３））

ただ出席(Physical Presence)というのは評価の対象にならない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]CNN Short News Vol.1
[Author(s)安浪誠祐（他）
[Publisher]朝日出版
[Price] 1,200円
[Published Year]2015
[ISBN]978-4-255-15643-9
[Comments]福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書、テキストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．導入（授業の進め方の説明を受け、リスニング等の自
学学習の方法を実践します）
２．Unit1：Super Aged Society
（2回目以降は、テキストのテーマに沿って学習しま
す。）
３．Unit2：Toward Living on the Moon
４．Unit3：Dangerous Proposal
５．Unit4：Automation Threatens Jobs
６．Unit5：Harvard Accused of Racial Bias
７．Unit6：Thought-Controlled artificial Arms
８．Unit7：Guide to Modern Manners
９．Unit8：Ancient Cave Art in Indonesia
１０．Unit9：Heat Threat in the Middle East
１１．Unit10：Growing Impact of Plastic on Seabirds
１２．Unit11：China's Life-Shortening Air
１３．Unit12：Prostetic Limbs
１４．Unit13：NZ Makes Cyberbullying Illegal
１５．まとめ



2019-SJ00009611-C7インターミディエイト・イングリッシュⅠ「再①」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

キャンパスライフでよく耳にする大学生の日常会話を題材とし
て、英語４技能の総合的基礎力向上のための学習を行います。
リスニングをして大意をつかんだ上でディクテーションを行い
ますが、英語表現を正確に聞き取ったり覚える学習と、音読や
ロールプレイの練習に取り組みます。シンプルな英語で表現で
きる力をつけるため、文法の基礎を復習しながら部分英作文も
行います。また、英語でのプレゼンテーションの構造や様々な
言い回しを学び、フォーマットを利用しながら短い原稿を書
き、グループで発表する活動にも挑戦します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英文パッセージやダイアローグを聴き、大意や必要な情報を把
握できるようになる(技能)

ダイアローグを発音や音の変化に気を付けながら音読できるよ
うになる。(技能)

キャンパスライフに関連する語彙力を高める。[知識・理解](知
識・理解)

英語プレゼンテーションの構造や話し方の基本を理解する。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットにあるIntroductionを読み、Warm-upのExercise
1の問題をする。

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを再聴し、音読
する。既習ユニット内の単語を覚える。

その他、授業時に指定された箇所の問題や課題に取り組むこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

* 平常点（学習活動への参加、授業態度、積極性な発言＆発
表、授業プリントへの取り組み等):４０％
* 課題：１５％
* 中間テスト: １５％
* 定期試験:３０％

フィードバックとして授業時間内テストは回収後、解答の解説
を行ないます。
定期試験を受験しなければ、その他の評価の如何に拘わらず、
科目を放棄したことになります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Speak Easy
[Authors]　Katsunori Fujioka, Nobuyuki Yamauchi, Neil
Heffernan, Shigeki Kanasaki,
& Shimpei Hashio
[Publisher]　Kinseido
[ISBN]　 978-4-7647-4084-6
[Comments]　1800円（税別）初回授業時に持参

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 必ず自分の教科書を購入して、第一回目の授業時から持
参して下さい。
* 毎回遅れずに出席し授業に参加すること。出席しても授
業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がります。
授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表、
復習テスト等の評価ができないため、単位取得が難しくな
る場合があります。
* 自発的な発言や質問、発表などの積極性が大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：シラバス、授業の進め方、評
価の方法等について、自己紹介（英語）
2. Unit 1. 初対面の挨拶、大学の学年、学部の表現を学
ぶ
3. Unit 2. 出身地について：自分の出身地を紹介する表
現を学び、ペアで話す
4. Unit 3. 日常の生活パターンについて：普段の習慣と
その頻度について話そう
5. Unit 4. 過去の出来事について話そう
6. Review これまでの単語や文法、ダイアローグの復習
7. Unit 5. 未来やこれからの予定について話そう：夏休
みの計画についてのダイアローグ
8. Unit 6. 自分の意見を述べよう：主張したいこととそ
の理由を表す表現を学ぶ
9. Unit 7. 理由と度合いを示して同感・反論しよう
10. 中間テスト
11. Unit 8. プレゼンテーションの基本構造 [出だしと結
び]
12. Unit 9 プレゼンテーションの基本構造 [ボディ] & 話
し方の基本、ボディーランゲージ
13. プレゼンテーションの原稿を書いて発表する1
14. プレゼンテーションの原稿を書いて発表2
15. Review これまでの単語や文法、読み教材等の復習

進行状況により変更になる場合があります。



2019-SJ00009611-C8インターミディエイト・イングリッシュⅠ「再②」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

コクラン　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

本科目では、基礎的英語リスニング能力およびスピーキング能
力を身につけます。日常生活で使う基本的な語彙や表現を自然
なスピードでふんだんに聞き、話す場面を通して実生活で応用
できる英語能力を育みます。テクニカル面においては、英語の
音の種類や日本語との音の違いを学習するとともに、シャドウ
イングなどのテクニックを実践することでリスニングやスピー
キング力の向上に努めます。授業では、ペアやグループワーク
による協働作業を多く取り入れます。適宜、学習した内容を応
用し、発表するプロジェクトを行います。
評価においては課題の完成度やその質を重視します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の語順通りに読んだり聞いたりして大意を掴むことが出来
る(技能)

文脈から単語の意味を推測し、理解出来る(技能)

授業で得た知識・技能を実践的に応用し見聞を広げることが出
来る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教科書の指定箇所のリスニング、語彙等の課題（30min)
復習：レッスン箇所の確認（次回のIn-class English quizzesへの
学習)（20min)
＊毎週の課題や連絡事項を講師のウェブサイトで公開している
ので各自確認の上、授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
Homework assignments (課題） 30%　（到達目標1 & 2)
In-class English quizzes（語彙・英語クイズ）20% （到達目標1
& 2)
Project(s) （ペア・グループ課題）20% （到達目標 3)
Term test （定期試験） 30%   （到達目標1 & 2)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communication Spotlight Split Version (1st edition):
High Beginner Part B
[Author(s)] Alastair Graham-Marr
[Publisher] ABAX ELT Publishing
[ISBN] 978-1-896942-24-7
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

＊毎週の課題や連絡事項を必ずウェブサイト上で確認の
上、授業に臨むこと。
＊ウェブサイトアドレスは初回の授業で通知します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Course introduction (expectations, grading scale, required
textbooks, etc.)
(授業の進め方、課題のやり方、および評価方法につい
て）
2: Unit 0: How do you spell your name?
Theme/Topic area: Looking over the course
3: Unit 1: I liked science in school
Theme/Topic area: Talking about school subjects you liked
4: Unit 2: It's easy to make!
Theme/Topic area: Giving instructions, describing how to cook
5: Unit 3: What are you doing?
Theme/Topic area: Describing current actions
6. Review 1 (Unit 0-3) + Project
7: Unit 4: What are you going to do?
Theme/Topic area: Talking about the future
8: Unit 5: It's red in the middle
Theme/Topic area: Describing foods, fruits and vegetables
9: Unit 6: How long is it?
Theme/Topic area: Fluency with large numbers
10: Review 2 (Unit 4-6) + Project
11: Unit 7: Turn right at the lights
Theme/Topic area: Giving directions, describing neighborhoods
12: Unit 8: I can play a little
Theme/Topic area: Asking for information
13: Unit 9: What time does class start?
Theme/Topic area: Asking for information
14: Review 3 (Unit 7-9) + Project
15: Overall review of the semester



2019-SJ00009611-C9インターミディエイト・イングリッシュⅠ「再③」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・５時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では映画『ノッティング・ヒルの恋人』を使って、日
常表現の習得、会話の聞き取り、速読のトレーニングを行う。
ただ単に鑑賞するのではなく、セリフがどのような場面・表情
で使われているか、自分でも使ってみたいセリフ・表現がない
かに注目しながら能動的に映画に取り組んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①自然なスピードの英語を聞き取り、理解できる。 (技能)

②日常的に使われる英単語や表現を身につける(知識・理解)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのVocabulary Warm-UpとChunk Checkを予習すること。
（15分）
授業中に取り上げたシーンのスクリプトを最低でも５回は音読
すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（ディクテーション問題への取り組みや発表など
積極的な授業参加を評価する①③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（映画で使われている表現を習得していること
を評価する。到達目標②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画総合教材『ノッティング・ヒルの恋人』新装版
[Author(s)]神谷久美子　他
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-590-8
[Comments]テキスト価格￥2,100

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 William's Notting Hill & 'She'　シーン①の語彙・表
現、子音の省略
3 Unit2 Surreal, But Nice　シーン②の語彙・表現
4 Unit3 A Goddess Is A Movie Star　シーン③の語彙・表
現、変化する子音など
5 Review:Unit1～3
6 Unit4 Birthday Party　シーン④の語彙・表現
7 Unit5 A Date With Anna　シーン⑤の語彙・表現、省略さ
れるhやth
8 Unit6 She's Gone　シーン⑥の語彙・表現
9 Review:Unit4～6
10 Unit7 She's Back　シーン⑦の語彙・表現、子音とyなど
11 Unit8 Rude Awakening　シーン⑧の語彙・表現
12 Unit9 Like Me Again　シーン⑨の語彙・表現、母音の省
略など
13 Unit10 The Right Decision　シーン⑩の語彙・表現
14 Review:Unit7～10
15 総括



2019-SJ00009611-D0インターミディエイト・イングリッシュⅠ「再④」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/25　２時限　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

　　この授業は、フレッシュマン。イングリッシュで身に着け
た基礎力をもとに総合的な運用能力の増強を行う。そして、英
語の基本的な文法内容の復習を目指す。
基本的な英文の意味を正確に理解するとともに、そのために必
要な語彙の増強、文法力の強化も図る。
　また、大学生に必要とされる英語表現を学び、そこでで覚え
た表現を用いて、正確に英文を作る練習をする。

　毎回4章ずつ進むので予習が必要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①基本的な文章を読んでその意味するところを正確に理解する
ことができるようになる
(知識・理解)

②大学生に必要とされる英語表現を学び、覚えた表現を用い
て、正確に英文を作ることができる(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次の回でするUnitについて、単語を調べるなどの予
習をする。（60分）
事後学習：学習したUnitの内容について復習をする。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。　

授業の参加状況、予習、および授業態度・積極的参加4割（到
達目標③）、定期試験の成績6割（到達目標①、②）で総合的
に評価する。60点以上を合格とする。

3分の1以上欠席すると、毎回の授業における評価（授業の参加
状況、予習、および授業態度・積極的参加）ができないため、
単位取得が難しくなる可能性が高くなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 比較して学ぶ基礎英語表現
[Publisher] 朝日出版
[ISBN]9784255153384

◎－－－　参考書　－－－◎

特になし。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．講義の目標と進め方について。1章に入る
2. 形容詞
3．数と量
4．「肯定を含意」と「否定や疑問を含意」
 5．「数えられる名詞」と「数えられない名詞」
6．冠詞
7．「接触」と「分離」
8．場所の「大小」と時間の「長短」
9．「同一」と「同種」
10　「名詞中心の表現」と「動詞中心の表現」
 11．「発言そのまま」と「発言内容」
12．使役
13．現在完了
14．接続詞
15．まとめ
　　



2019-SJ00009611-D1インターミディエイト・イングリッシュⅠ「集中再」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/08/09　４時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

アメリカのロサンゼルスを舞台にしたビデオ教材を用いて、英
語４技能の基礎を復習する練習をおこないます。そのために、
リスニングとスピーキングを軸として、英語の運用能力をバラ
ンス良く学びながら、英語で自分の考えを伝える方法を身につ
けることができるように、練習をくりかえしおこないます。英
語に特有な発音の練習も重点をおいて練習します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①異文化についてその特徴を知り、理解する。(知識・理解)

②「生の英語」の速度やリズムに慣れ、聞き取ることができる
ようになる。(技能)

③日常会話にも役立つような、簡単な英語表現を書くことがで
きるようになる。(技能)

④ナチュラル・スピードの英語の発音をまねて、発音できるよ
うに、授業中に積極的に音読、発音練習に取り組む。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の回でおこなうユニットの概要（オンライン・ビデ
オ）を、授業開始までにチェックしておくこと(30分）。
復習：毎回学習したユニットの内容を、オンライン・ビデオを
観て復習し、風習テストに備えること(45分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により評
価します。
復習テスト4回：５０点（到達目標①②③④）、会話表現、文
法項目、英作文を問題とした定期試験（筆記試験）５０％（到
達目標①③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]We Love L.A.!
[Author(s)]Robert Hickling他
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764740495
[Comments]テキスト価格￥2,500

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず英和辞典（電子辞書等、スマートフォンは不
可）を持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction: 授業の進め方、評価等についての説明。
（注意）集中講義のため、第1日目にテキストのオンライ
ン登録をしてもらいますので、必ずテキストを購入の上、
初回の授業に参加してください。Unit 1: Welcome to L.A..
2回目以降は、以下の通り、テキストに沿って、各ユニッ
トのテーマについて学習します。
2. Unit 2: I Love Fruit!
3. Unit 3: Campus Life
4. Unit 4: Lunchtime　復習テスト1
5. Unit 5: First Date
6. Unit 6: Where's Linda?
7. Unit 7: Andy's News
8. Unit 8: Shopping in Santa Monica　復習テスト2
9. Unit 9: Moving Day
10. Unit 10: A Beautiful View
11. Unit 11: Sunday Fun
12. Unit 12: Seeing Stars　復習テスト3
13. Unit 13: Buying Food for a BBQ
14. Unit 14: Putting on a New Face
15. Unit 15: Nice Surprises　復習テスト4



2019-SJ00009612-C6インターミディエイト・イングリッシュⅡ「B再」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・二部２時限　　試験時間割：2020/01/16　夜２限　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

比較的平易な英文を読みこなしながら、現代社会や多文化に対
する理解を深めていきます。今回扱う教材は、名作と言われる
映画を題材にしており、興味深く読み進めていけるはずです。
また、英文もそれほど長くなく、平易なスタイルで書かれてい
ます。従って、速読を行うには打って付けの英語教材だと言え
ます。また、単に早いばかりではなく、いかに正確に読み取れ
るかを意識しながらも学習していきます。同時に、記事に使わ
れている重要フレーズを使いこなせるように学習していきたい
と思います。また、単に英語という言葉を学ぶだけでなく、海
外の人々の暮らし、考え方、文化等を深く考える機会にして欲
しいと思います。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）英文法知識を培う。(知識・理解)

（２）英文を通して多文化への理解を深める。(態度・志向性)

（３）英語語彙を増やす。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

自宅でのリスニング、多読の時間を積極に設けること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．定期試験（４０％）：（到達目標（１），（２），
（３））
２．課題と発表（６０％）：（到達目標（１），（２），
（３））

ただ出席(Physical Presence)というのは評価の対象にならない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]A Flavor of English: Cinema and Cuisine
[Author(s)]Fiona Wall Minami（他）
[Publisher]朝日出版
[Price] 1,700円
[Published Year]2015
[ISBN]978-4-255-15559-3
[Comments]福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書、テキストを持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．導入（授業の進め方の説明を受け、リスニング等の自
学学習の方法を実践します）
２．Unit1：Kramer vs. Kramer Mamachari
（2回目以降は、テキストのテーマに沿って学習しま
す。）
３．Unit2：The Devil Wears Prada Greats
４．Unit3：Super Size Me
５．Unit4：Kamome Shokudo
６．Unit5：The Road Home
７．Unit6：Notting Hill
８．Unit7：No Reservation
９．Unit8：Dear Frankie
１０．Unit9：Seabiscuit
１１．Unit10：Charlie and the Chocolate Factory
１２．Unit11：Everybody's Fine
１３．Unit12：The Witch of the West is Dead
１４．Unit13：A simple Life
１５．まとめ



2019-SJ00009612-C7インターミディエイト・イングリッシュⅡ「再①」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

桜井　静

◎－－－　概要　－－－◎

旅行や海外生活でよく使用される実用的な英語表現を学ぶた
め、さまざまな場面の会話を聞いて大意をとらえる練習や表現
を書きとるディクテーションに取り組みます。また、英語の
「読む」スキルの向上のため、アナウンス、パンフレット、ポ
スター、説明書、交通情報等を使用して、基本的文法や語彙を
学習します。自然で分かりやすい英語の発音やイントネーショ
ンの特徴を理解した上で、ペアで音読練習や発表も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大意や必要な情報を的確に理解しながら英文を読むスキルの向
上。(技能)

ダイアローグを聞き、会話のポイントや話者の気持ちや考えを
理解するスキルの向上。(技能)

英語特有の発音・音の変化の特徴を理解できるようになる。
(知識・理解)

旅行や海外生活でよく使用される英語の語彙力の向上。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：各ユニットにあるVocabularyとWarming-upを学習する。
(45分)

復習：ダイアローグやリーディングパッセージを音読する。各
ユニットのライティングの課題をする。その他、授業時に指定
された箇所の問題や課題に取り組むこと。(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

* 平常点（学習活動への参加、授業態度、積極性な発言＆発
表、授業プリントへの取り組み等):４０％
* 課題：１５％
* 中間テスト: １５％
* 定期試験:３０％

フィードバックとして授業時間内テストは回収後、解答の解説
を行ないます。
定期試験を受験しなければ、その他の評価の如何に拘わらず、
科目を放棄したことになります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Take a Trip Around San Francisco!
[Authors]　Kiyoshi Yukitoki, Nicholas Bovee, & Junko Nagata
[Publisher]　松柏社
[ISBN]　978-4-88198-677-6
[Comments]　1900円（＋税）初回授業時に持参

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

* 自分の教科書を購入して、第一回目の授業時から持参し
て下さい。
* 毎回遅れずに出席し授業に参加すること。出席しても授
業態度や取り組状況が悪いと平常点の評価が下がります。
授業を欠席すると平常点（学習活動の参加状況）や発表、
テスト等の評価ができないため、単位取得が難しくなる場
合があります。
* 自発的な発言や質問、発表などの積極性が大切です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション：シラバス、授業の進め方、評
価の方法等について、自己紹介（英語）
2. Unit 1. Getting in Touch with an Old Friend、留守番電
話のメッセージ
3. Unit 2. It’s Good to See You Again!　機内でのフライ
トアナウンス
4. Unit 3. Sightseeing in Kansai、　ユースホステルのパ
ンフレット
5. Unit 4. Off to San Francisco、機内での食事に関する会
話
6. Unit 5. After a Long Flight、関税でのアナウンス
7. Review　これまでのユニットの復習
8. Midterm test 中間試験
9. Unit 6. A Warm Welcome、展覧会のお知らせポス
ター
10. Unit 7. Out and About in San Francisco、ケーブルカー
の乗り方
11. Unit 8. A Visit to the University of California、BARTチ
ケットの買い方
12. Unit 9 A Café Lunch Date、カフェのメニュー
13. Unit 10. Beautiful and Historic Monterey、水族館の情
報
14. Unit 11 A Hilly Downtown Workout、フィットネスセ
ンター情報
15. Review

進行状況により一部変更になる場合があります。



2019-SJ00009612-C8インターミディエイト・イングリッシュⅡ「再②」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

樋渡　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、映像教材を使って日常的に英語の世界で良く使
われる慣用表現やマナー、また英語の解釈のバリエーションを
学びます。各ユニットごとに毎回覚えておくと便利な表現がで
てきますので、その表現を中心としてペアワークで英語の発音
や発声の練習を行います。この映画は新入社員が希望ではない
職種につきながらもいろいろな葛藤の中で自分の道を見つける
ストーリーです。主人公の葛藤を通して、自分だったらこの場
合どうするかについて英語の文章にまとめて毎回コメントシー
トとして提出することにより、文章を書く練習も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①テキストにでてくるアメリカでの職場に関する理解を深め
る。(知識・理解)

②テキストにでてくる英語の台詞や背景を理解し、英語の音の
聞き取りに慣れる。(技能)

③今後映像教材などを使って積極的に外国の文化について調べ
るような志向性を身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業時間外に時間をとって予習、復習を必ず行うようにしてく
ださい。
予習：各ユニットのスクリプトに目を通しておくこと（２０
分）
復習：毎回行う会話のおさらいをすること（２０分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回提出するワークシート50％（到達目標①）
定期試験の成績50％（到達目標①②③）

文化的背景に関する文章を理解し、なおかつそれについて意見
を英語で書くためのライティングと定期試験の成績により、上
記到達目標の知識面・技能面・態度面を総合的に判断します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate in English with The Devil Wears Prada
[Author(s)] Aline Brosh McKenna
[Publisher] Shohakusha
[ISBN] 978-4-88198-712-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

語学は３日に一度、学習したことを復習することが大切で
す。授業以外にも海外のニュースを調べたり、洋楽を聴い
て意味を確認する、洋画を観る、などの積極的に英語に対
する関心を高めるための何かをみなさんが授業以外で実践
することを期待します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2. 別れ際の挨拶
3. 依頼する
4. 反論する
5. 困惑を示す
6. 聞き返す
7. 希望を伝える
8. 驚きを示す
9. 確認する
10. 提案する
11. 意志・予定を述べる
12. 賞賛する
13. 丁寧に依頼する
14. 作文練習
15. まとめ



2019-SJ00009612-C9インターミディエイト・イングリッシュⅡ「再③」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・５時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、リスニングとリーディングを中心に、様々な活動
に取り組みます。映画の台詞を活用して英文法を学んだり、日
常生活で使用される語彙や表現方法に関する知識を身につけま
す。異文化理解に関する英文を読み、リーディングスキルを身
に着ける活動にも取り組みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 基礎的なリスニングやリーディングができる。(技能)

(2) 基礎的な英文法を理解し、語彙や表現方法に関する知識を
獲得する。(知識・理解)

(3) 授業内外で英語学習に取り組むようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・小テストに備える（30分）
・指定された教科書の範囲を毎回予習する（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

参加状況（積極的参加、課題提出など）：20％ ［到達目標
(3)］
小テスト：30％［到達目標 (1), (2), (3)］
定期試験：50％［到達目標(1), (2)］

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Learn English with TITANIC
[Author(s)] 角山照彦 / Simon Capper
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 9784791960248

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

欠席が多いと授業への参加状況（積極的発表等）が評価で
きないので、単位の習得が難しくなる場合があります。辞
書必携。携帯電話の使用不可。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
2. Unit 1: The Woman in the Picture
3. Unit 2: Back to Titanic
4. Unit 3: Leaving Port
5. Unit 4: The Heart of the Ocean
6. Unit 5: Do You Love Him?
7. Unit 6: I Can’t See You
8. まとめ
9. Unit 7: I’m Flying!
10. Unit 8: Iceberg Right Ahead!
11. Unit 9: An Honest Thief
12. Unit 10: Goodbye, Mother
13. Unit 11: Get in the Boat
14. Unit 12: Two Tragic Bullets
15. 総まとめ



2019-SJ00009612-D0インターミディエイト・イングリッシュⅡ「再④」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・５時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、TOEICの受験対策を念頭に置きながら、英語能
力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読んで内容を把
握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基礎的な聞き
取り練習を実施することで話し手の意図を理解できるようにな
る（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で英語の基礎
となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICでよく使用される文法や語彙を理解できる。(知識・理
解)

TOEICの出題傾向を把握し、大量の問題を効率的に解く技能を
身に着ける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。(50分)
復習：前の授業で行った内容を復習し、小テストに備える。
(50分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テストを含む20%
リスニングテスト20%
定期試験40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] ESSENTIAL APPROACH FOR THE TOEIC® L&R
TEST ‒Revised Edition‒
[Author(s)] 大須賀　直子  / 塚野　壽一 / 山本　厚子 / Robert
VanBenthuysen
[Publisher] 成美堂
[ISBN] 9784791971893

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Arts & Amusement
3. Lunch & Parties
4. Medicine & Health
5. Traffic & Travel
6. Ordering & Shipping
7. Factories & Production
8. Research & Development
9. Computers & Technology
10. Employment &Promotions
11. Advertisements & Personnel
12. Telephone & Messages
13. Banking & Finance
14. Office Work & Equipment
15. Housing & Properties



2019-SJ00009612-D1インターミディエイト・イングリッシュⅡ「再⑤」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

英文の内容を把握するためには、様々な文法事項に関する知識
が必要です。この授業では、主にTOEICで頻出する文法事項を
中心に扱いながら、英文を正確に、かつ速く読むための訓練を
行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の文法知識に基づいて、正しい語形や表現を用いること
ができる。(技能)

②難しい語句がなければ、英語の文法知識に基づいて英文の意
味を読み取ることができる。(技能)

③品詞や時制などの文法的概念を常に意識しながら英文を読む
姿勢を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回授業で学習した内容を復習しておくこと（45分）
・復習で辞書を引く際は、意味だけでなく品詞などの文法的要
素にも意識を向けるようにしましょう。
・授業中に時間を計測しながら問題を解き、その後に解説しま
すので、予め問題を解いてくる必要はありません。その分、授
業中の学習内容の復習をしっかりおこなってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・小テスト（授業中に毎回実施）：30％（到達目標①・②）
・授業への積極的参加（授業での発言回数など）：15％（到達
目標③）
（※遅刻や欠席、授業中の居眠り、スマホで遊ぶなどの行為
は、授業に積極的に参加していないものと見なします。）
・定期試験：55％（到達目標①・②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Essential English Grammar for TOEIC Test
[Author(s)] アーロン・キャルコート他
[Publisher] 南雲堂
[ISBN] 978-4-523-17785-2
[Comments] 1900円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回、辞書（電子辞書可、スマホの辞書機能は不可）を
持参してください。
・授業中の携帯・スマホの使用は禁止します。携帯・スマ
ホを触っていたり居眠りしている場合には授業に積極的に
参加していないものと見なします。また、遅刻や居眠りに
ついても同様の扱いとします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 2: 品詞
3. Unit 3: 比較
4. Unit 4: 分詞
5. Unit 5: 分詞構文
6. Unit 6: 接続詞
7. Unit 7: 前置詞と組みで使われる表現
8. Unit 8: 代名詞
9. Unit 9: 関係詞
10. Unit 10: 時制1
11. Unit 11: 時制2
12. Unit 12: 仮定法
13. Unit 13: 動詞の形
14. Unit 14: 注意すべき前置詞
15. Unit 15: その他注意すべき英文法項目



2019-SJ00009612-D2インターミディエイト・イングリッシュⅡ「集中再」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2019/09/06　４時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、TOEICに頻出する問題の演習および解説を行
う。TOEIC形式の問題に慣れるとともに、頻出語彙の習得や文
法事項の復習も各ユニットで行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①TOEIC500点が取得できる程度の語句や文法事項を身につけ
る。(知識・理解)

②TOEIC500点が取得できる程度の英文を読み解く・聞き取る
ことができる。(技能)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのWarm Upを予習すること。（15分）
間違えた問題、知らなかった単語・文法などを復習すること。
（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（テキスト内の問題への取り組みや発表など積極
的な授業参加を評価する。到達目標③）
小テスト：20％（10回：2％　到達目標①）
定期試験：50％（テキスト内の英文や文法の理解力および英単
語の習得を評価する。到達目標①②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Successful Key to the TOEIC Listening and Reading Test
Goal 500
[Author(s)]Mark D. Stafford
[Publisher]Kirihara Shoten
[ISBN]978-4-342-55262-5
[Comments]テキスト価格各￥1,800
テキストの買い間違いに注意。オレンジ色の表紙。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること。
2 Unit1 Daily Life　品詞の区別、広告
3 Unit2 Places　手紙、カード
4 Unit3 People　代名詞、Eメール
5 Unit4 Travel　Eメール②、広告②・告知
6 Unit5 Business　動詞の形、メモ・Eメール③
7 Unit6 Office　手紙②、テキストメッセージ
8 Unit7 Technology　Eメール④・ウェブサイト
9 Unit8 Personnel　手紙③、記事
10 Unit9 Management　接続詞、告知②・テキストメッセー
ジ②
11 Unit10 Purchasing　告知③、手紙④・レシート
12 Unit11 Finance　時制、レポート
13 Unit12 Media　Eメール⑤、記事②
14 Unit13 Entertainment　前置詞、Eメール⑥
15 Unit14 Health　Eメール⑦、FAX文書



2019-SJ00009613-B5インターミディエイト・イングリッシュⅢ「B再」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・二部１時限　　試験時間割：2019/08/01　夜２限　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は主に二つに分けられます。前半はリーディング、
文法、リスニングを学習します。リーディングにおいてはただ
意味を掴むだけでなく、使用された語句あるいは英文を内容を
理解しながら音読することによって、英文の理解力の定着をは
かります。文法は英文を読んだり、聞いたり、話したり、書く
上での基礎となります。教科書の例文をきちんと音読すること
によって、記憶の定着をはかります。リスニングでは、英語の
音声の変化のパターンを学習します。さらに　受動的にただ聞
き流すだけではなく、英文を聞いて正確に書き取れるように練
習します。そして実際に語句と英文を内容を理解しながら声を
出して読むことによって、リスニング能力を鍛えます。学習し
たことはリンガポルタによって、さらに学習したことの定着を
はかります。
　後半はインターネット教材Net Academy Nextでリスニングの
練習をします。受動的にただ聞き流すだけではなく、英語の音
声の変化のパターンを学習したり、英語の語順のまま聞いた
り、さらに実際に語句と英文を内容を理解しながら声を出して
読むことによって、リスニング能力を鍛えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活で使用する語彙を習得する。(知識・理解)

英文法を利用して英文を話したり、書いたりできる。(技能)

英文を音読したり、読んで内容を理解できる。(技能)

授業以外の時間で英語を学習することを習慣化できる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：この教材の音声はダウンロードできるので、あらかじめ
聞いて授業に出席する。語彙、文法とリーディングは辞書を使
用して問題を解答しておく。（30分～１時間程度）
復習：授業のポイントの確認を行う。間違えた問題があればも
う一度解答してみる。（30分～１時間程度）
授業時間以外にもリンガポルタとNet Academy Nextで学習す
る。（30分～１時間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業の課題達成度30%、Net Academy Next 20%、定期試験
50%。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Let's Read Aloud & Learn English
[Author(s)]角山照彦
[Publisher]成美堂
[ISBN]9784791971824
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書をあらかじめ読んでいることを前提として授業を行
うつもりです。教科書の練習問題の解答だけでなく、基本
的なあるいは重要な語句の意味なども授業中に質問します
ので、きちんと答えられるように準備をしておいてくださ
い。予習してきていないと思われる場合は、授業に積極的
に参加していないものと見なし、平常点を減点します。遅
刻や居眠り、携帯電話・スマートフォン使用などに関して
も、同様の扱いとします。さらに語句の説明や課題を行う
際に辞書（電子辞書可）が必要になりますので、必ず毎回
持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. What's your major?
2. How do you like your new school?
3. Let me introduce a new member to you.
4. How was your Golden week?
5. I'm looking for a part-time job.
6. What do you call in Japanese?
7. Have you been there?
8. Could you tell me how to get there?
9. What do you want me to do?
10. I'm on a tight budget.
11. What do you think of this program?
12. I'm reviewing what I studied.
13. Final exam week is so stressful!
14. Is this your first trip abroad?
15. What would you like to order?



2019-SJ00009613-B6インターミディエイト・イングリッシュⅢ「再①」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、キャンパスライフを舞台にしたストーリー仕立
てのテキストを使って、英語の4技能（リスニング力、スピー
キング力、リーディング力、ライティング力）のすべてを駆使
しながら、日々の生活の中で密着した表現を多く学んでいきま
す。日常会話の聞き取りや表現の習得、語彙や文法事項の確認
をします。毎授業行う小テスト、パートナーとの会話練習、授
業内で学んだ知識を踏まえた課題に取り組むことで、学習内容
を確実に身につけていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

積極的に英語学習に取り組むことができるようになる(態度・
志向性)

会話の聞き取りを通して、内容のポイントをおさえることがで
きるようになる(知識・理解)

授業内で学んだ英語表現を、自然にアウトプットできるように
なる(技能)

異国の文化に興味を持つ(態度・志向性)

異国の文化を理解する(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。特に、文法問題は解きなおしておくこと。(45
分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
小テスト20％　(計10回)
リスニングテスト 10％
定期試験40％

※定期試験を受験しなかった場合は、その他の評価の如何にか
かわらず、科目を放棄したことになるので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Let’s Read Aloud & Learn English: On Campus 　音読
で学ぶ基礎英語≪キャンパス編≫
[Author(s)]角山照彦/ Simon Capper
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7182-4
[Comments]テキスト価格￥2,200+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 What’s your major? (be動詞、話しかける・自己紹
介する)
3. Unit 2 How do you like your new school? (一般動詞(現在
形)、人を誘う・別れ際の挨拶)
4. Unit 3 Let me introduce a new member to you. (一般動詞
（過去形）、人を紹介する・驚きを示す)
5. Unit 4 How was your Golden Week? (未来形、予定を述べ
る・説明する)
6. Unit 5 I’m looking for a part-time job. (進行形、詳細を尋
ねる・理由を述べる)
7. Unit 6 What do you call this in Japanese? 受動態、意向を尋
ねる・好みを述べる）
8. Unit 7 Have you been there? (現在完了形、経験を尋ねる・
提案する)
9. Unit 8 Could you tell me how to get there? (助動詞、道順を
尋ねる・感謝する)
10. Unit 9 What do you want me to do? (不定詞、問題点を述
べる・依頼する)
11. Unit 10 I’m on a tight budget. (関係詞、理由を述べる・
理解を示す)
12. Unit 11 What do you think of this program? (形容詞と副
詞、意見を尋ねる・励ます)
13. Unit 12 I’m reviewing what I studied. (接続詞と前置詞、
近況を尋ねる・確信を示す)
14. Unit 13 Final exam week is so stressful! （動名詞、賛同す
る・不安を示す）、リスニングテスト
15. 総括



2019-SJ00009613-B7インターミディエイト・イングリッシュⅢ「再②」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・４時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

原田　洋海

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では映画『アバウト・ア・ボーイ』を使って、日常表
現の習得、会話の聞き取り、速読のトレーニングを行う。ただ
単に鑑賞するのではなく、セリフがどのような場面・表情で使
われているか、自分でも使ってみたいセリフ・表現がないかに
注目しながら能動的に映画に取り組んでいく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①自然なスピードの英語を聞き取り、理解できる。(技能)

②日常的に使われる英単語や表現を身につける。(知識・理解)

③自律的な英語学習者になるよう、積極的に英語学習に取り組
むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各UnitのVocabulary Warm-UpとPhrasesを予習すること。（15
分）
授業中に取り上げたシーンのスクリプトを最低でも５回は音読
すること（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

平常点：30％（ディクテーション問題への取り組みや発表など
積極的な授業参加を評価する①③）
課題：20％（10回：2％　毎週、授業時間外に映画やドラマな
どの映像作品を鑑賞し、日常的に使用される英単語や表現を調
べること。到達目標③）
定期試験：50％（映画で使われている表現を習得していること
を評価する。到達目標②）

遅刻や居眠り、スマートフォンの使用は平常点から減点する。
授業中に実施する課題や授業参加の評価ができないため、3分
の1以上の欠席は単位取得が困難になることがある。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]映画総合教材『アバウト・ア・ボーイ』
[Author(s)]神谷久美子　他
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-643-1
[Comments]テキスト価格￥2,100

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 オリエンテーション：授業の進め方や成績評価方法など
の説明。席を指定するので必ず出席すること
2 Unit1 ふたりの男子　シーン①の語彙・表現とディク
テーション
3 Unit2 ウィルSPATに入会　シーン②の語彙・表現とディ
クテーション
4 Unit3 支えが要るんだ　シーン③の語彙・表現とディク
テーション
5 Review:Unit1～3
6 Unit4 ウィルとマーカスの奇妙な友情　シーン④の語
彙・表現とディクテーション
7 Unit5 マーカスを変身させよう　シーン⑤の語彙・表現
とディクテーション
8 Unit6 初めての本物のクリスマス　シーン⑥の語彙・表
現とディクテーション
9 Review:Unit4～6
10 Unit7 ふたりが同時に恋をした　シーン⑦の語彙・表現
とディクテーション
11 Unit8 ウソと半端なホントとホントのホント　シーン⑧
の語彙・表現とディクテーション
12 Unit9 お母さんへの贈り物　シーン⑨の語彙・表現と
ディクテーション
13 Unit10 人は孤島ではない　シーン⑩の語彙・表現と
ディクテーション
14 Review:Unit7～10
15 総括



2019-SJ00009613-B8インターミディエイト・イングリッシュⅢ「再③」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・４時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、TOEICの受験対策を念頭に置きながら、英語能
力の総合的な向上を目指す。特に英文を正確に読んで内容を把
握する能力を高め（読解力）、音声放送を通じた基礎的な聞き
取り練習を実施することで話し手の意図を理解できるようにな
る（聴解力）。また、定期的に小テストを行う事で英語の基礎
となる語彙や文法の定着と向上を図る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICでよく使用される文法や語彙を理解できる。(知識・理
解)

TOEICの出題傾向を把握し、大量の問題を効率的に解く技能を
身に着ける。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の授業で扱うUnitの範囲を予習する。(50分)
復習：前の授業で行った内容を復習し、小テストに備える。
(50分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

毎回の授業における学習状況20%
小テストを含む20%
リスニングテスト20%
定期試験40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] An Amazing Approach to the TOEIC® L&R Test
[Author(s)] Hiromi Hagi, Eleanor Smith, et al.
[Publisher] Seibido
[ISBN] 9784791971886

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Home Appliances
3. Recreation
4. Restaurants
5. Supermarket Shopping
6. Housing
7. Business
8. 前半まとめ＆テスト
9. Bank & Post Office
10. Job Hunting
11. Health
12. Tourism: Travel by Land
13. Tourism: Travel by Air
14. Tourism : Hotels
15. 後半まとめ＆リスニング・テスト



2019-SJ00009613-B9インターミディエイト・イングリッシュⅢ「再④」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/08/01　２時限　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

英語の曲を利用し、日本語と違う英語独特の音声パターンに対
する感受性を身につけ、内容まで理解できるようにする。ま
た、その歌の内容や歌手に関する英文を読むことによって、背
景知識を利用して新しい情報を理解したり、全体の内容を推測
できるようなリーディング力を身につけるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①国際語としての英語の基礎的なリーディングとリスニング能
力を習得する。(技能)

②外国の文化について、その特徴的な具体例を挙げながら説明
できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：日頃からたくさんの英語を耳にしておく。
事後学習：その週の課題の歌詞を聞くと意味が取れるように、
毎回必ず復習する。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価する。
定期試験（30％）（到達目標①②）
授業貢献度・学習態度・レポート（70％）（到達目標①②）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English with Pop Hits
[Author(s)]Teruhiko Kadoyama & Simon Capper
[Publisher]成美堂
[ISBN]9784791933877
[Comments]前もって購入し、最初の授業の時に持参するこ
と。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定せず、授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参（電子辞書は可だが、スマート
フォンを辞書代わりとすることは禁止）し、始業のチャイ
ムがなった時には着席しておくこと。また、授業中のス
マートフォンの使用禁止する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. Complicated
3. S.O.S.
4. You Are Not Alone
5. Don't Wanna Lose You
6. How Crazy Are You?
7. Sunday Morning
8. I Want It That Way
9. Suddenly I See
10. Placement Test
11. How Am I Supposed To Live Without You?
12. Save The Best For Last
13. Last Christmas
14. Torn
15. Review



2019-SJ00009613-C0インターミディエイト・イングリッシュⅢ「集中再」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/08/09　４時限　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is a reading and writing course.
Students will study English reading and writing and take part in group
activities using English.

Course aims: complete understanding of the textbook passages as
English; asking questions in English about everything you do not
understand in the textbook passages; understanding the development
of the story presented in the textbook.

Course content: learning a language as learning a new culture; culture
shock;  Kitakyushu stories of hope; stereotypes, prejudice and
discrimination; metaphor versus simile; Comme des Garcon; farm life
can do strange things to sensitive young boys; Made-in-Japan English;
hippies and whaling; No Exit by Jean Paul Satre; reflexive writing;
the soft power of Japan; dude, buddy, mate, Old Chap; Coin Locker
Babies by Murakami Ryu; 「月月火水木金金」, Bob Geldof, Live
Aid.

Students must complete the grammar sections of the textbook as
homework.

◎－－－　到達目標　－－－◎

Students will be able to read and comprehend natural English.  (技能)

Students will increase their understanding of world issues by
improving their vocabulary. (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

A short test will be given in each class. Students must review the
lesson content after each class for 5 minutes each day and must spend
two hours outside of class on course content review each day.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

Group activities (be on time, bring the textbook, bring your student
ID, don't sleep or play with your keitai!) 80%
Homework (10 x 2%) 20%

There is no end of term exam (teiki shiken) during the official
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
You should treat each class with the same importance as an exam.
Students who miss more than 1/3 of the lessons might fail the course.

Group activities are 80% of your final grade and punctuality and
preparation is important: students who arrive late, or without their
student ID, will be treated as absent. Missing the beginning of each
class means not understanding what has happened in the previous
week and not understanding the goals for that particular class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] ジャパニーズ　ステレオタイプ
Outsiders Looking In
[Author(s)] 久保善宏、毛利史生、古川武史
[Publisher] Kaibunsha
[ISBN] 978-4-87571-745-4
[Comments] 1,944円（税込）
金修堂書店　福大前書店　tel 092 861 5706
honten@kinshudo.co.jp

◎－－－　参考書　－－－◎

http://www.kaibunsha.co.jp/books/view/396

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

It is very important that you attend EVERY class.
If you must be absent, please email me _before_ class. It is also
very important that you complete the HOMEWORK _before_
class.

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small group activities, and ask questions
when anything is unclear.
You must have a NEW copy of the textbook.
You must bring your NEW copy of the textbook to EVERY
class.
If you do not have the textbook, you will be marked as absent.
You must bring the textbook to the FIRST class.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview
2 Unit 1 Stereotypes
3 Unit 1 Stereotypes and humor
4 Unit 2 Learning another culture
5 Unit 2 Learning a new culture though the media
6 Group presentations: prejudice across the world
7 DVD: documentary film
8 Unit 3 Gender and stereotypes
9 Unit 3 Gender and stereotypes
10 Revision test
11 Unit 4 Japanese traditions
12 DVD: documentary film
13 Unit 5 Made in Japan English
14 Unit 5 Made in Japan English
15 Course review



2019-SJ00009614-B5インターミディエイト・イングリッシュⅣ「B再」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・二部１時限　　試験時間割：2020/01/27　夜２限　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は主に二つに分けられます。前半は日常生活で使用
する英語の語彙、簡単な英会話を聞きとるリスニング力とそれ
に基づいたスピーキング力、日常生活に結びついた会話表現、
さらにアメリカ（特にニューヨーク）の文化に関する英文を読
む力を養成します。語彙は英語から日本語だけではなく、日本
語から英語になおせるようになるまで繰り返し練習します。リ
スニングでは英語の音声の変化のパターンを学習します。受動
的に聞き流すのではなく、英文を正確に聞いて書き取れるよう
になるまで練習します。リスニングで使用された表現は繰り返
し音読し、自然に口に出るようになるまで練習します。会話表
現の決まり文句も同様に繰り返し音読し、自然に口に出るよう
になるまで練習します。リーディングにおいてはただ意味を掴
むだけでなく、使用された語句あるいは英文を内容を理解しな
がら音読することによって、英文の理解力の定着をはかりま
す。
　後半は後半はインターネット教材Net Academy Nextでリスニ
ングの練習をします。受動的にただ聞き流すだけではなく、英
語の音声の変化のパターンを学習したり、英語の語順のまま聞
いたり、さらに実際に語句と英文を内容を理解しながら声を出
して読むことによって、リスニング能力を鍛えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英会話基本表現を覚えて、音読できる。(知識・理解)

英会話の内容を聞き取れる。(技能)

英文を読んで内容を理解できる。(技能)

インターネット教材を通して、自主的に学習することを習慣化
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：この教材にはCDが付属しているので、前もって聞いて
ブランク部分を埋めておく。また英文に目を通し、理解できな
い単語、センテンスは辞書で調べておく。（30分～１時間程
度）
復習：授業で間違えた箇所などを復習する。（30分～１時間程
度）
Net Academy Nextでリスニング力を強化する。（30分～１時間
程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業中の課題達成度30%、定期試験50%、Net Academy
Next20%。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Let's Go Abroad
[Author(s)]西蔭浩子
[Publisher]センゲージラーニング
[ISBN]9784863121492
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書をあらかじめ読んでいることを前提として授業を行
うつもりです。教科書の練習問題の解答だけでなく、基本
的なあるいは重要な語句の意味なども授業中に質問します
ので、きちんと答えられるように準備をしておいてくださ
い。予習してきていないと思われる場合は、授業に積極的
に参加していないものと見なし、平常点を減点します。遅
刻や居眠り、携帯電話・スマートフォン使用などに関して
も、同様の扱いとします。さらに語句の説明や課題を行う
際に辞書（電子辞書可）が必要になりますので、必ず毎回
持参してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 機内
2. 到着
3. ケイトと再会
4. 自由の女神
5. メトロポリタン美術館
6. レストラン
7. ミュージカル
8. 体調不良
9. スーパーでの買い物
10. スポーツ観戦
11. ワシントンDCへ
12. ホテル
13. ホワイトハウス
14. 大学訪問
15. 帰国



2019-SJ00009614-B6インターミディエイト・イングリッシュⅣ「再①」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

河野　世莉奈

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、ニューヨークを舞台にしたストーリー仕立ての
テキストを使って、英語の4技能（リスニング力、スピーキン
グ力、リーディング力、ライティング力）のすべてを駆使しな
がら、仕事や日々の生活の中で密着した表現を多く学んでいき
ます。アメリカの文化にも触れつつ、日常会話の聞き取りや表
現の習得、語彙や文法事項の確認をします。毎授業行う小テス
ト、パートナーとの会話練習、授業内で学んだ知識を踏まえた
課題に取り組むことで、学習内容を確実に身につけていきま
す。

◎－－－　到達目標　－－－◎

積極的に英語学習に取り組むことができるようになる(態度・
志向性)

会話の聞き取りを通して、内容のポイントをおさえることがで
きるようになる(技能)

授業内で学んだ英語表現を、自然にアウトプットできるように
なる(技能)

異国の文化に興味を持つ(態度・志向性)

異国の文化を理解する(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・予習：毎回の授業で次回の予習範囲を指示するので、しっか
り準備をしてきてください。特に不明な単語は調べておいてく
ださい。小テストにも備えてください。(45分)　　　　　　　
　
・復習：間違えた問題を中心に、授業で学習したことを再確認
してください。(45分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
平常点30％（授業への積極的参加を評価します）
小テスト20％（計10回）
リスニングテスト 10％
定期試験40％
※定期試験を受験しなかった場合は、その他の評価の如何にか
かわらず、科目を放棄したことになるので注意してください。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]English Missions! Basic
[Author(s)]Robert Hickling 臼倉美里
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4071-6
[Comments]テキスト価格￥1,900+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・授業には必ず十分な予習をして臨んでください。
・毎回辞書を持参してください。（※スマートフォンやタ
ブレットを辞書として使用することは認めません。）
・積極的な授業への参加を求めます。
私語や内職、スマートフォンの使用、居眠りなどは減点の
対象とします。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction：授業の進め方や成績評価方法などの説明を
します。必ず出席してください。
2. Unit 1 Welcome to the “Big Apple” （現在形）
3. Unit 2 What’s the Boss Like?　（代名詞）
4. Unit 3 Masa’s First Day on the Job (前置詞)
5. Unit 4 Summer Fun (過去形)
6. Unit 5 Hotel Guest Satisfaction (可算名詞・不可算名詞)
7. Unit 6 Brainstorming (進行形)
8. Unit 7 Glad to Be of Service (WH疑問文)
9. Unit 8 Socializing with Co-Workers (動名詞・不定詞)
10. Unit 9 Vacation Spots (未来形)
11. Unit 10 Sports Talk (比較級・最上級)
12. Unit 11 Tour Day (助動詞)
13. Unit 12 Office Meeting (関係詞)
14. Unit 13 A Bit of History (受動態)、リスニングテスト
15. 総括



2019-SJ00009614-B7インターミディエイト・イングリッシュⅣ「再②」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：英語の力（基礎、そして応用）をチェックし、弱点
があればそれを補強する。
授業の進め方：テキストに沿って進め、1回の授業で１章をこ
なし、知識の確認を図る。
学習の方法：授業で見つけた自分の弱点を次回の授業までに補
強する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 語彙・文法・用法をチェックすることで、その基本（と応
用）が身についていることを確認できる。(知識・理解)

(2) 4技能のうち「読む・話す」の基本（と応用）ができるよう
になる。(技能)

(3) 授業で見つけた自分の弱点を補強することができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：教材の指定箇所を学習する。
復習：授業で見つけた自分の弱点を次回の授業（試験あり）ま
でに補強する。
（予習・復習合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
試験（毎回の授業における試験と定期試験）による（100%）
（到達目標の(1)(2)）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Travel English at Your Fingertips (Revised Edition)
[Author(s)]島田拓司ほか
[Publisher]成美堂
[ISBN]978-4-7919-7185-5
[Comments]1,900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を受けないと単位は成立しない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

海外旅行をするという想定で授業を行う。それぞれの項目
に出てくる英語表現を用いて英語力をチェックし、弱点が
あればそれを補強する。
１　旅の準備
２　空港（前回の授業についての試験あり）
３　機内（前回の授業についての試験あり）
４　入国審査（前回の授業についての試験あり）
５　両替（前回の授業についての試験あり）
６　ホテルにチェックイン（前回の授業についての試験あ
り）
７　ホテル内の施設を利用（前回の授業についての試験あ
り）
８　食事（前回の授業についての試験あり）
９　交通機関の利用（前回の授業についての試験あり）
１０　観光（前回の授業についての試験あり）
１１　ショッピング（前回の授業についての試験あり）
１２　人との出会い（前回の授業についての試験あり）
１３　クリニック・薬局（前回の授業についての試験あ
り）
１４　ホテルをチェックアウト（前回の授業についての試
験あり）
１５　帰途（前回の授業についての試験あり）



2019-SJ00009614-B8インターミディエイト・イングリッシュⅣ「再③」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

濱　奈々恵

◎－－－　概要　－－－◎

英語４技能のうち、リーディングとリスニングの力を養いま
す。イギリスのBBC放送のニュース番組をもとにしたテキスト
を用いて、イギリス内外の社会・文化に関する映像を視聴しな
がら、リスニングのトレーニング（聞き取り、内容把握）をし
ます。また、そのニュースの内容を英語で読んで、必要な情報
を早く正確に理解するトレーニングをします。毎回、授業の最
後に復習テストを兼ねた課題、およびレポートを提出し、学習
したことを確実に身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語ニュースの大意を英語で聞き取ることができる。(技能)

②時事英語の英文を読み解くことができる。(技能)

③時事英語の重要表現を身につけ、使うことができる。(知
識・理解)

④自律的な英語学習者になるよう、毎日の隙間時間に英語学習
を取り入れることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞各UnitのStarting Offの箇所を事前に解いておく。
（２）配布されたプリントと音源（ダウンロード版）を使って
リスニング練習をしておく。（45分）
復習：（１）学習したUnitの英語表現を反復練習して暗記す
る。（２）学習したUnitのリスニングパートを使ってシャドー
イングやディクテーションを行う。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・平常点：15％（到達目標④）
・課題提出：25%（到達目標①②③④）
・レポート：30%（到達目標④）
・定期試験：30%（到達目標②③）
※遅刻、欠席が度重なる場合は学習状況の評価ができないた
め、単位認定が難しくなります。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]British News Update
[Author(s)]Timothy Knowles, Charles Lowe 他
[Publisher]金星堂
[ISBN]978-4-7647-4074-7
[Comments]テキスト価格 2,600円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書を持参してください（スマートフォンを
辞書として使用することは禁止）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス（授業の進め方、目標設定）
２．Unit 1 Repairing Big Ben
３．Unit 2 Learning to Walk Again
４．Unit 3 A Secret Garden in London
５．Unit 4 Unpaid Internships
６．Unit 5 The Wedding Gallery
７．Unit 6 A Modern Steam Train
８．Unit 7 A T-shirt Exhibition
９．Unit 8 Generation Z
１０．Unit 9 Veganuary
１１．Unit 11 Preventing Transgender Bullying
１２．Unit 12 A Plastic Tenner
１３．Unit 13 How to Delay Ageing
１４．Unit 14 Schools Deal with Fake News
１５．Experiences of Sexual Harassment



2019-SJ00009614-B9インターミディエイト・イングリッシュⅣ「再④」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・４時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

総合英語教材を用いて、英語の語彙・文法知識の増強と文章読
解力の向上を目指します。

毎回の授業では、文章の解説、文法問題演習、作文課題を行い
ます。
作文課題は毎回の授業の最後に提出してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の文法・語彙知識を増強する(知識・理解)

英語の文章の読解力を向上させる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストのわからない語句を予め調べて来て下さい。（60分）
テキストの既習事項の復習をきちんと行って下さい。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価します。

平常点（毎回の課題） 50%
授業の最後に課題を提出してもらいます。それにより、語彙・
文法知識を評価します。

定期試験 50%
文章の読解力を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]The UK and the USA Compare and Contrast
[Author(s)]Terry O'brien ほか
[Publisher]南雲堂
[ISBN]978-4-523-17642-8
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

無断欠席をしないようにして下さい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の説明
Lesson 1 Terro in the City
Lesson 2 Walls
Lesson 3 British History
Lesson 4 The Eggplant and the Mouse
Lesson 5 American History
Lesson 6 Names
Lesson 7 Rain in the UK
Lesson 8 Sport
Lesson 9 Universities in the UK
Lesson 10 Glamour and Glitz
Lesson 11 Baths
Lesson 12 9/11 Part 1: The Shock
Lesson 13 9/11 Part 2: The Aftermath
まとめ



2019-SJ00009614-C0インターミディエイト・イングリッシュⅣ「再⑤」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/08/01　夜１限　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　日本に多くある「カタカナ英語」の間違いを題材とした教科
書を用い、英語のリーディング、リスニング、ライティングの
練習を行っていきます。「マンション」、「クレーム」、「ベ
ビーカー」などを英語でそのまま使うとおかしな表現になりま
すが、どのように言うべきなのでしょうか？日本人にありがち
な間違いという興味深い題材を通して、英語の問題演習を行っ
ていき、英語の運用能力を総合的に高めていきます。
　授業の形式としては、講義形式ではなく、学生を指名してセ
ンテンスごとに日本語訳をしてもらったり、リスニング問題や
ライティング問題の解答を述べてもらったりしますので、積極
的に参加してください。なお、座席指定制です。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日常生活に関する英語の語彙を習得する。(知識・理解)

②日常生活に関する標準的なスピードの英語を聞き取ることが
できる。(技能)

③日常生活に関するやや易し目の英文を読み解くことができ
る。(技能)

④基本的な文法を理解し、英文を構成することができる。(技
能)

⑤授業内外で主体的に学習に臨むことができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、リーディングの長文を読み、ライティング問題
を解いてきてください(約30分)。授業後は、音声を聞きながら
教科書のリスニング問題を解きなおしてください。また、知ら
なかった単語を覚えてください。さらに、リーディングとライ
ティング問題では、理解できなかった個所や間違えた問題を中
心に見直しを行ってください（約60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

定期試験50％、リスニング・テスト20％、授業での取り組み
30％として、総合的に評価します。

定期試験では到達目標①、③、④を評価します。
リスニングテストでは到達目標②を評価します。
授業での取り組みでは、受講態度と授業中の質問に対する答
え・反応から、到達目標⑤を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Say It Right in English
[Author(s)] Mark Thompson, Toshihiro Tanioka
[Publisher]英宝社
[ISBN]978-4-269-66035-9
[Comments]

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Mansion
3. Repeater
4. Talent
5. Service
6. OL & Businessman
7. Challenge
8. Claim
9. Manner UP
10. I Cut My Hair
11. Hearing & Listening
12. Rent & Borrow
13. Trip, Tour, Travel
14. まとめ＋リスニング・テスト１
15. まとめ＋リスニング・テスト２



2019-SJ00009614-C1インターミディエイト・イングリッシュⅣ「集中再」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2019/09/06　４時限　　

劉　莎

◎－－－　概要　－－－◎

１５０語程度の英文のテキストを使って，無理のない読み方
で、楽しい授業を望んでいる。教科書に従って、各単元をおよ
そ１回の授業ペースで学習していく。聞き取りの実践問題、読
解問題、文法問題などを重点的に授業に取り込んでいる。英語
の基本的なグラマーを理解した上で、リーディングとリスニン
グにおいては読む力を育むことを目指している。各回の冒頭に
小テストを行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 基本的な英文法の知識・英語の語彙を確認し、それらを実際
に使えるようになることを目指す。(知識・理解)

2. ある程度の長さの英文を、辞書なしでも理解できる力を身に
つける。(技能)

3.  多様なコミュニケーションの根底にある基本構造について，
意識的に使いこなすことができる。 (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．予習
授業内容は必ず予習してくる(30分)。
２．復習
学習した重要単語を復習し(30分)、小テストの準備(45分)をし
てくる。
出された課題は(45分)、次の授業に必ず提出する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。
平常点（授業態度、学習状況など）を20％、小テストと宿題を
5０％、定期試験を30％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Hello New York
[Author(s)] Takehisa Tsuchiya/ Yoshihiko Honda/ Braven
Smillie
[Publisher]Kinseido
[ISBN]978-4-7647-4011-2
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．電子辞書可、しかし携帯端末での辞書は不可。
2．遅刻しないこと。
3．病気などやむを得ず欠席するときは必ず授業が始まる
前にメールで連絡すること(liusha@fukuoka-u.ac.jp)。
4. テストの週に必ず出席すること）。
5．積極的に授業に参加すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 授業の進め方の説明

2. Unit 1 Hello, New York!
3. 小テスト/ Unit 2 Is he a popular professor?/ 宿題 (page 12:
question 1̃8)

4. 小テスト/ Unit 3 He showed me "a" way.

5. 小テスト/ Unit 4 For here or to go?/ 宿題 (page 32: question
1̃8)

6. 小テスト/ Unit 5 She is so beautiful.

7. Unit 6 Catching a cab/ 宿題 (page 40: question 1̃2)

8. 小テスト/ ハンドアウト 練習

9. Unit 8 I'm not feeling well.

10. 復習 (Unit 1̃8)

11. Unit 10 What's on the shopping list?

12. 小テスト/ Unit 12 The Fourth of July is coming up./ 宿題
(page 74: question 1̃8)

13. 小テスト/ Unit 14 You're my best friend./ 宿題 (page 80:
question 1̃8)

14.小テスト/ ハンドアウト 練習

15.まとめ



2019-SJ00009621-01アドバンスト・イングリッシュⅠ「①」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

ファーネル，デビッド　Ａ．

◎－－－　概要　－－－◎

スピーキングに焦点を当てたコースです。毎週質問をしたり、質問に
答えたりする準備をし、ペアやグループで協力しなければなりませ
ん。宿題の範囲の小テストもあります。プレゼンテーションをした
り、会話テストもあります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

幅広いトピックについての会話(技能)

日常のスピーキング(知識・理解)

ライティングや、公のプレゼンテーションをすること(技能)

語彙力と流暢さ(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

すべきことがたくさんあるコースです。毎週、次回取り組むテキスト
の部分を予習し、授業で取り組んだ箇所を復習し、オンラインの宿題
と、ダウンロードのリスニングに取り組まなければなりません。ほぼ
毎週、小テストをし、学習できているかどうか確認します。プレゼン
テーションか、会話テストのための宿題が、たいてい出されます。授
業外での準備として、週に２時間ほど費やすことになります。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。

40%   毎週の小テスト（5点満点のテストを12回実施したうち、点数の
よい8テスト分の合計点）　
10%   プレゼンテーション１（4週目）　
10%   会話テスト1 （8週目）　
20%   プレゼンテーション２　（11週目）
20%   会話テスト 2 （14週目）
※定期試験期間中に試験は実施しません。そのため、再試験も実施さ
れません。

減点項目（ペナルティー）
（マイナス1点）　参加に対する不備や、不参加のうち軽微なもの
・正当な理由のない授業への不参加。
・不注意であったり、宿題をしなかったりしたことによって、質問に
答えようとする準備ができていないという状況である度に、減点。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する1回目の注意
（マイナス3点）　参加に対する不備や、不参加のうち著しいもの
・15分以上の、正当な理由のない授業への不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する2回目の注意
・正当な理由のない、課題やテストの遅れの度に、減点（最大マイナ
ス9点）。
（マイナス5点）　参加に対する不備や、不参加のうち深刻なもの
・授業時間の3分の1以上の、正当な理由のない不参加。
・テキスト忘れ、宿題忘れ、不適切な私語、スマホ等の使用、居眠り
などに対する3回目の注意
（マイナス10点）　あらゆる不正行為　（1回目）
・その場合、テストや課題も0点。
（マイナス30点）　あらゆる不正行為　（2回目以降）
・その場合、テストや課題も0点。
不正行為による減点以外は、減点をなくすために追加の宿題をするこ
とができます。クラスのブログに、各レッスンのDiscussion question
があります。単純な答え（1文）のものは、1～2点の価値があり、よ
り長い答えのものは、もっと点数があります。担当教師が、答えを書
くためのオンラインワークシートを学生に与えます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Interchange Level 3A Student’s Book with Online Self-Study
[Author(s)] Jack Richards
[Publisher] Cambridge
[ISBN] 9781316620533
[Comments]オンラインでの活動もあります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

オフィスアワー：火曜２限
メールアドレス：farnell@cis.fukuoka-u.ac.jp
毎回の授業には、テキスト、辞書、筆記用具を持参してくださ
い。しっかりと参加し、教師が話しているときや、他の学生が質
問をしたりプレゼンテーションをしているときには聞きましょ
う。ちゃんと参加しない学生や、他学生の学習の妨げになるよう
な学生は、減点されます。
授業を休むときには、出来るだけ早く教師に連絡をしてくださ
い。遅刻や欠席に対する理由がどのようなものであっても、小テ
ストを受けなかった学生は0点となります。（4回までは、小テス
トを受け損ねても減点にはなりません。）
課題などは自分自身でとりくむこと。不正行為をした学生は、大
幅に減点され、単位取得が難しくなるかもしれません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

・1週目 - シラバスとテキスト. オンライン自習とリスニングのダウ
ンロードのやりかた. プレセンテーション 1 topic & in-class writing.
宿題: Write Presentation 1. Unit 1 Self-Study & Listening.
・2週目 - 小テスト 1. Unit 1の続き. 宿題: writing Presentation 1を終
わらせる. Unit 1 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション 1
の練習1
・3週目 - 小テスト2. プレゼンテーション 1の練習2. Unit 1. を終わ
らせ、Unit 2に入る. 宿題: プレセンテーション 1の練習. Unit 2 Self-
Study & Listening.
・4週目 - 小テスト3. 学生の半数が PRESENTATION 1 をする (ラン
ダム). Unit 2を終わらせる. 宿題: Unit 2 Self-Study & Grammar Plus.
・5週目 - 小テスト4. 学生の半数が PRESENTATION 1をする (ラン
ダム). 会話テスト 1トピック＆練習 1. Unit 3に入る. 宿題: Unit 3
Self-Study & Listening. 会話テスト 1 の練習.
・6週目 - 小テスト 5. 会話テスト1の練習2. Unit 3を終わらせる. 宿
題: Unit 3 Self-Study & Grammar Plus. 会話テスト1の練習.
・7週目 - 小テスト6. 会話テスト 1 の練習 3. Unit 4にはいる. 宿題:
Unit 4 Self-Study & Listening. 会話テスト1の練習.
・8週目 - プレゼンテーション 2 トピック＆スケジュール. Unit 4を
終わらせる. 会話テスト1. 宿題: Unit 4 Self-Study & Grammar Plus. プ
レゼンテーション2を書く.
・9週目 - 小テスト7. プレゼンテーション 2 の練習1. Unit 5に入る.
宿題: Unit 5 Self-Study & Listening. プレゼンテーション2 を終わらせ
る.
・10週目 - 小テスト8. プレゼンテーション 2 の練習2. Unit 5を終わ
らせる. 宿題: Unit 5 Self-Study & Grammar Plus. プレゼンテーション
2 の練習
・11週目 - 小テスト 9. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2トピック＆練習. Unit 6に入る. 宿題: Unit 6 Self-
Study & Listening. 会話テスト 2 の練習
・12週目 - 小テスト10. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラン
ダム). 会話テスト2 練習. Unit 6 を終わらせる. 宿題：Unit 6 Self-
Study & Grammar Plus. 会話テスト 2 の練習
・13週目 -  小テスト11. 学生の⅓ が PRESENTATION 2 をする (ラ
ンダム). 会話テスト2 練習. Unit 7 に入る. 宿題：Unit 7 Self-Study &
Listening. 会話テスト 2 の練習
・14週目 - Unit 7を終わらせる. 会話テスト2. 宿題: Unit 7 Self-Study
& Grammar Plus.
・15週目- 小テスト12. Unit 8.

◎－－－　URL　－－－◎

Class Blog
(farnellt1.blogspot.com)



2019-SJ00009622-01アドバンスト・イングリッシュⅡ「①」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

松尾　キャサリン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course, students will improve their speaking and writing skills
by learning how to explain in English and how to persuade in English.
Students will learn to explain and persuade by studying and practicing
the advanced speech genres of group discussion and formal debate. To
help you understand and better control what you are doing in English,
we will also study communication theory: interpersonal
communication, group communication and public communication
theory. Every week, class will begin with a review of the previous
lesson(s) so students must review course content each and every
week. Your performance in this review will account for 20% of your
grade. By the end of this course, students will be able to conduct a
group discussion and a short formal debate.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①You will be able to explain relevant communication theory for the
speech genres you learn about and practice.(知識・理解)

②You will be able to communicate in a group and you will be able to
conduct a debate.(技能)

③You will show the appropriate attitude required to succeed in the
respective kinds of communication.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 Every lesson will begin with a review of knowledge and skills
studied in previous lessons. Students must study the notes they write
in class and also the teacher’s handouts (notes the teacher makes and
prints out) to review course content. Students should show that they
understand the content of the previous lessons. Students will show
their understanding by explaining relevant communication theory and
by carrying out parts of, or whole, speech genres. Students are
expected to spend 2 hours per week of review outside class.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Assessment Forms and Percentages
各到達目標の達成度は、下記の方法と割合により評価する。

・Performance in weekly review: 20%
・中間テスト: 20%
・Performance and explanation of group discussion: 30%
・Performance and explanation of formal debate: 30%
※There is no end of term exam (teiki shiken) during the official term
examination period. There will also be no re-examination (sai shiken).
※ There is no textbook for this course.
※Students who miss more than 1/3 of the lessons might
fail the course because the teacher cannot evaluate their
homework, or their efforts in class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし　The teacher will provide printed materials.

◎－－－　参考書　－－－◎

Basic Debate by Leslie Phillips, William S. Hicks and Douglas R.
Spencer　ISBN 0-8442-5981-0
Effective Oral Communication by Donald W. Klopf and Satoshi
Ishii　ISBN 978-4-269-14035-6
The teacher will explain the use of these materials in class. It is
not necessary to buy them.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To pass this course, students must actively participate in all class
practice, cooperate in small groups for conversation practice,
complete homework and come to all (or almost all) lessons.
※Students must bring a dictionary to each lesson.
※　Students must NOT use mobile phones or smartphones in
class unless asked to do so to find information.
※ There is no textbook for this course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: An overview of the fundamentals of communication:
cooperation, reciprocity, cultural and social norms in interpersonal
communication.
Week 2:　Communication for purposes of control, creating
common ground, achieving goals.
Week 3: Stating your opinion about something and agreeing and
disagreeing with other students.　Finding "common ground;"
learning how to build a supportive climate in group
communication and why this is necessary.
Week 4: Understanding the theme of your main idea and
supporting it with evidence.　Varying and enriching your
vocabulary; using theory to understand how to choose vocabulary
according to category of speech genre.
Week 5: "Spar Debate": short debates on simple topics.
Discussion of the differences between discussion and debate.
Week 6: Cross-Examination questions: learning how to make
cross-examination questions in a debate.
Week 7: Mid-term review; evaluation of student discussions: 中間
テスト.
Week 8: Debate: analyzing a problem area; analyzing a problem
statement; analyzing audience.
Week 9: Understanding and distinguishing among propositions of
fact, value and policy. Constructing a debate proposition.
Choosing a debate topic.
Weeks 10: Theory and practice regarding Affirmative
Constructive and Negative Constructive Speeches.
Week 11: Theory and practices of Second Affirmative and Second
Negative Constructive speeches.
Week 12: The burden of proof and the burden of rebuttal.
Week 13: The negative block and the rebuttal speeches.
Week 14: Conducting a formal Standard Debate: practice and
evaluation of student understanding and performance of formal
debate.
Week 15: Overview and Discussion of the course. This will be a
test of your ability to express your understanding of what you
have learned and to explain the difference between discussion and
debate.



2019-SJ00009611-B5インターミディエイト・イングリッシュⅠ「GE-1」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

樋渡　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、インターミディエイト・イングリッシュI(前
期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実施される海外英語研
修）で構成されています。
IE I・IIでは、英語コミュニケーション能力の習得をめざし、英
会話やプレゼンテーション技術を学ぶインタラクティヴな授業
が実施されます。
IE Iは海外研修地での学習のための準備段階として内容を設定
していますので、授業では、グループ活動やプレゼンテーショ
ンなど、実践的な英語でのコミュニケーション活動を中心に行
います。
　　　　　　　　　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①8月または2月に行われる海外研修の時に役に立つ実践的な英
語コミュニケーション能力を身につける。(技能)

②英語でプレゼンテーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（30分）
英語の発音・発声練習（1日５分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40%（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標②）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] First Time Traveling Abroad
[Author(s)] Kiyoshi Yukitoki, Kyoko Imagawa, Antony J. Parker
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-747-6
[Comments] テキスト価格1900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。GE海外研修に行くのを途中で辞めキャンセル料
が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Newton模試
3. 自己紹介
4. グループワーク
5. 日常会話
6. 機内での英語
7. 体調を英語で伝える
8. トラブルシューティングの英語
9. 英語によるポジティブ表現
10.  英語と日本語のジェスチャーの違い
11 プレゼンテーション①
12. プレゼンテーション②
13. プレゼンテーション③
14. プレゼンテーション④
15. 研修準備ワークショップ（グループワーク）



2019-SJ00009611-B6インターミディエイト・イングリッシュⅠ「GE-2」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

新田　よしみ

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、インターミディエイト・イングリッシュI(前期)、II
(後期)、III・IV（8月または2月に実施される海外英語研修）で構成
されています。
IE I・IIでは、英語コミュニケーション能力の習得をめざし、英会
話やプレゼンテーション技術を学ぶインタラクティヴな授業が実施
されます。
IE Iは海外研修地での学習のための準備段階として内容を設定して
いますので、授業では、グループ活動やプレゼンテーションなど、
実践的な英語でのコミュニケーション活動を中心に行います。
　　　　　　　　　

テキストの課題に加えて、即興スピーチや学生同士のインタ
ビュー、プレゼンテーションなどを通じ、英語をアウトプットする
機会を増やします。

学生同士の相互評価を行うことで、相手の発言を「聞き」、「自分
の意見を述べる」姿勢を培います。

毎週課される課題に取り組むことで、英語の表現をインプットして
いきます。

前期ではテキストを中心に進めつつ、テキストのトピックに即した
インタビュー課題に取り組んでもらいます。インタビュー中は辞書
を使いません。わからない表現があったとしても、自分が知ってい
る単語などで言い換えなどをしながら、スムーズな会話が成立する
ことを目指していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①8月または2月に行われる海外研修の時に役に立つ実践的な英語コ
ミュニケーション能力を身につける。(技能)

②英語でプレゼンテーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外にしっ
かり時間をとって行ってください。（60分）

毎日英語で日記を書く（30分）

適宜課される課題に取り組む（60分）

授業中に学んだ英語表現を復習する（30分）

海外のニュースやドラマなど、自分が興味のあるものを利用して英
語の学習を進める（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40%（到達目
標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標②）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Free Talking: Basic Strategies for Building
Communication
[Author(s)]Adam Gyenes, Matthew Guay, Lauren Eldekvist,
Yuki Hasegawa
[Publisher]National Geographic Learning
[ISBN]978-4-86312-349-6
[Comments] 初回の授業でテキストを販売します。（2300
円+税）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。GE海外研修に行くのを途中で辞めキャンセル料
が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

出席日数が3分の2以上無い場合は、単位取得が難しくなる
ことがあります。

授業に関係のないサイトなどを授業中閲覧した場合、評価
が下がることがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  オリエンテーション
2.  Newton模試
3.  Unit 1 Introductions
4.  Unit 2 Daily Life
5.  Unit 3 Weekend Events
6.  Presentation 1
7.  Unit 4 Small Talk
8.  Unit 5 Likes and Dislikes
9.  Group Work 1
10. Unit 6 Student Life
11  Unit 7 Family
12. Unit 10 Restaurants
13. Group Work 2
14. Presentation 2
15. Presentation 3



2019-SJ00009611-B7インターミディエイト・イングリッシュⅠ「GE-3」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

佐々木　有紀

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、インターミディエイト・イングリッシュI(前
期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実施される海外英語研
修）で構成されています。
IE I・IIでは、英語コミュニケーション能力の習得をめざし、英
会話やプレゼンテーション技術を学ぶインタラクティヴな授業
が実施されます。
IE Iは海外研修地での学習のための準備段階として内容を設定
していますので、授業では、グループ活動やプレゼンテーショ
ンなど、実践的な英語でのコミュニケーション活動を中心に行
います。
　　　　　　　　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①8月または2月に行われる海外研修の時に役に立つ実践的な英
語コミュニケーション能力を身につける。(技能)

②英語でプレゼンテーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40%（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標②）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]In My Opinion
[Author(s)]Atsushi Iino他
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764740587
[Comments]Main Textbook
[Title]1000 Basic English Words 1 Student's Book + CD
[Author(s)]Kelli Ripatti & Tamara Wilburn
[Publisher]Compass Publishing
[ISBN]978-1613524510

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。GE海外研修に行くのを途中で辞めキャンセル料
が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。
※以下に各担当者で必要なことを付け加えてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※テキストに合わせてご記載ください。
1. オリエンテーション
2. Newton模試
3. IMO Unit 1
4. IMO　Unit 2
5. IMO　Unit 3
6. IMO　Unit 4
7. IMO　Unit 5
8. IMO　Unit 6
9. IMO　Unit 7
10. IMO　Unit 8
11. Debate Preparation I
12.　Debate Preparation II
13. Debate Preparation III
14.　Debate I
15.Debate II　& Wrap up



2019-SJ00009611-B8インターミディエイト・イングリッシュⅠ「GE-4」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、インターミディエイト・イングリッシュI(前
期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実施される海外英語研
修）で構成されています。
IE I・IIでは、英語コミュニケーション能力の習得をめざし、英
会話やプレゼンテーション技術を学ぶインタラクティヴな授業
が実施されます。
IE Iは海外研修地での学習のための準備段階として内容を設定
していますので、授業では、グループ活動やプレゼンテーショ
ンなど、実践的な英語でのコミュニケーション活動を中心に行
います。
　　　　　　　　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①8月または2月に行われる海外研修の時に役に立つ実践的な英
語コミュニケーション能力を身につける。(技能)

②英語でプレゼンテーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40%（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標②）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Journeys  Communication for the Future
[Author(s)]阿野幸一（他）
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15610-1
[Comment]福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。GE海外研修に行くのを途中で辞めキャンセル料
が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。
※以下に各担当者で必要なことを付け加えてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※テキストに合わせてご記載ください。
1. オリエンテーション
2. Newton模試
3.Unit1 Communication
4.Unit1 Communication
5.Unit2 Friendship
6.Unit2 Friendship
7.Unit3 Health
8.Unit3 Health
9.Unit4 Environment
10.Unit4 Environment
11Unit5 Fashhion
12.Unit5 Fashion
13.Presentation (1)
14.Presentation (2)
15.Summary



2019-SJ00009611-B9インターミディエイト・イングリッシュⅠ「GE-4（二部）」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、インターミディエイト・イングリッシュI(前
期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実施される海外英語研
修）で構成されています。
IE I・IIでは、英語コミュニケーション能力の習得をめざし、英
会話やプレゼンテーション技術を学ぶインタラクティヴな授業
が実施されます。
IE Iは海外研修地での学習のための準備段階として内容を設定
していますので、授業では、グループ活動やプレゼンテーショ
ンなど、実践的な英語でのコミュニケーション活動を中心に行
います。
　　　　　　　　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①8月または2月に行われる海外研修の時に役に立つ実践的な英
語コミュニケーション能力を身につける。(技能)

②英語でプレゼンテーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40%（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標②）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Journeys  Communication for the Future
[Author(s)]阿野幸一（他）
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15610-1
[Comment]福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。GE海外研修に行くのを途中で辞めキャンセル料
が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。
※以下に各担当者で必要なことを付け加えてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※テキストに合わせてご記載ください。
1. オリエンテーション
2. Newton模試
3.Unit1 Communication
4.Unit1 Communication
5.Unit2 Friendship
6.Unit2 Friendship
7.Unit3 Health
8.Unit3 Health
9.Unit4 Environment
10.Unit4 Environment
11Unit5 Fashhion
12.Unit5 Fashion
13.Presentation (1)
14.Presentation (2)
15.Summary



2019-SJ00009611-C0インターミディエイト・イングリッシュⅠ「GE-5」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、インターミディエイト・イングリッシュI(前期)、
II(後期)、III・IV（8月または2月に実施される海外英語研修）で
構成されています。IE I・IIでは、英語コミュニケーション能力
の習得をめざし、英会話やプレゼンテーション技術を学ぶイン
タラクティヴな授業が実施されます。

IE Iは海外研修地での学習のための準備段階として内容を設定し
ていますので、授業では、グループ活動やプレゼンテーション
など、実践的な英語でのコミュニケーション活動を中心に行い
ます。この授業では、個人やグループでのプレゼンテーション
を中心に、英語の4技能を総合的に高めていくことをめざしま
す。①英語で話すこと、②人前で自分の意見を述べることの二
つに慣れ、英語でのコミュニケーション能力を向上させ、海外
研修がより充実したものとなるように準備していきましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①8月または2月に行われる海外研修の時に役に立つ実践的な英
語コミュニケーション能力を身につける。(技能)

②英語でプレゼンテーションができる。(技能)

③クラスメートと協力しつつプレゼンテーションの準備を進め
ることができる協調性を身につける。(態度・志向性)

④海外研修時における、積極的にコミュニケーションをはかろ
うとする態度の必要性を理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

設定された締め切りを必ず守るとともに、グループプレゼン
テーションの場合はメンバーと協力して準備にあたってくださ
い。各自が責任をもって課題に取り組んでいってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業への積極的参加等：40%（到達目標①,③,④）
-小テスト、発表等を含みます

課題：30%（到達目標①）
-毎週出されるプレゼンテーションの準備や原稿執筆等の課題を
評価します

プレゼンテーション：30%（到達目標②,④）
-各プロジェクトの最後に行うプレゼンテーションについて、準
備状況と当日のパフォーマンスを評価します

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Presentations to Go
[Author(s)]Noboru Matsuoka, Takashi Tachino, Hiroko Miyake
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]9784863122642
[Comments] 2014年 2500円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。GE海外研修に行くのを途中で辞めキャンセル料
が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Newton模試
3. Basics of the English Presentation
4. Project 1 "Introducing Yourself": Step 1
5. Project 1 "Introducing Yourself": Step 2
6. Project 1 "Introducing Yourself": Step 3
7. Project 1 "Introducing Yourself": PRESENTATION
8. Project 2 "News Digest": Step 1
9. Project 2 "News Digest": Step 2
10.Project 2 "News Digest": Step 3
11.Project 2 "News Digest": PRESENTATION
12.Project 4 "Introducing Japan" Step 1
13.Project 4 "Introducing Japan" Step 2
14.Project 4 "Introducing Japan" Step 3
15.Project 4 "Introducing Japan" PRESENTATION



2019-SJ00009611-C1インターミディエイト・イングリッシュⅠ「GE-6」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

　GEの授業は、インターミディエイト・イングリッシュI(前
期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実施される海外英語研
修）で構成されています。
IE I・IIでは、英語コミュニケーション能力の習得をめざし、英
会話やプレゼンテーション技術を学ぶインタラクティヴな授業
が実施されます。
IE Iは海外研修地での学習のための準備段階として内容を設定
していますので、授業では、グループ活動やプレゼンテーショ
ンなど、実践的な英語でのコミュニケーション活動を中心に行
います。
　前期は、海外研修に必要な語彙力とリスニング力の向上をテ
キストを使って行うと同時に、学習したことのアウトプットと
してクラスメイトとペアやグループで実際に英語で話すことで
スピーキング力を身に付けます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①8月または2月に行われる海外研修の時に役に立つ実践的な英
語コミュニケーション能力を身につける。(技能)

②英語でプレゼンテーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

* 授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外
にしっかり時間をとって行ってください。（60分）
* 授業中に学習した語彙、フレーズの復習（60分）
* 課題の作成（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1)授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40%
（到達目標①）
(2)課題：30%（到達目標①）
(3)プレゼンテーション：30%（到達目標②）
注1：欠席は、(1)の評価ができないため、減点の対象になりま
す。
注2：(2)は、スピーチとWeb教材のレポートです。
注3：このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Communicate Abroad
[Author(s)] Simon Cookson / Chihiro Tajima
[Publisher] Cengage Learning
[ISBN] 978-4-86312-277-2
[Comments] 価格2,000円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。GE海外研修に行くのを途中で辞めキャンセル料
が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Newton模試
3. Unit 1: Airport check-in / Airline baggage rules
4. Unit 3: Homestays / Host family rules
5. Unit 5: Suggestions and requests
6. Presentation
7. Unit 6: Making friends / Activities overseas
8. Unit 7: Taling with people / Conversation topics、小テスト
9. Unit 8: Dealing with homesickness
10. Unit 9: Ordering and paying in a restaurant
11. Unit 10: Losing something
12. Unit 11: Going to a clinic or hospital、小テスト
13. Final Presentation
14. Final Presentation
15. Review
（進捗状況によって、変更になる場合があります。）



2019-SJ00009611-C2インターミディエイト・イングリッシュⅠ「GE-7」

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、インターミディエイト・イングリッシュI(前
期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実施される海外英語研
修）で構成されています。
IE I・IIでは、英語コミュニケーション能力の習得をめざし、英
会話やプレゼンテーション技術を学ぶインタラクティヴな授業
が実施されます。
IE Iは海外研修地での学習のための準備段階として内容を設定
していますので、授業では、グループ活動やプレゼンテーショ
ンなど、実践的な英語でのコミュニケーション活動を中心に行
います。
　　　　　　　　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①8月または2月に行われる海外研修の時に役に立つ実践的な英
語コミュニケーション能力を身につける。(技能)

②英語でプレゼンテーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40%（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標②）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Hello New York
[Author(s)] Takehisa Tsuchiya et al.
[Publisher] Kinseido
[ISBN] 9784764740112
[Comments] 前もって購入し、最初の授業の時に持参して
ください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。GE海外研修に行くのを途中で辞めキャンセル料
が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。
授業には必ず辞書を持参してください。（スマートフォン
を辞書代わりとすることは禁止）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Newton模試
3. It's so nice to meet you!
4. Is he a popular professor?
5. He showed me "a" way
6. Presentation-1
7. For here to go?
8. She is so beautiful
9. Review
10. Presentation-2
11. Catching a cab
12. How romantic!
13. I'm not feeling well
14. Review
15. Presenation-3



2019-SJ00009611-D2インターミディエイト・イングリッシュⅠ「GE-4（MM）」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、インターミディエイト・イングリッシュI(前
期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実施される海外英語研
修）で構成されています。
IE I・IIでは、英語コミュニケーション能力の習得をめざし、英
会話やプレゼンテーション技術を学ぶインタラクティヴな授業
が実施されます。
IE Iは海外研修地での学習のための準備段階として内容を設定
していますので、授業では、グループ活動やプレゼンテーショ
ンなど、実践的な英語でのコミュニケーション活動を中心に行
います。
　　　　　　　　　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①8月または2月に行われる海外研修の時に役に立つ実践的な英
語コミュニケーション能力を身につける。(技能)

②英語でプレゼンテーションができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40%（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標②）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Journeys  Communication for the Future
[Author(s)]阿野幸一（他）
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15610-1
[Comment]福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。GE海外研修に行くのを途中で辞めキャンセル料
が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。
※以下に各担当者で必要なことを付け加えてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※テキストに合わせてご記載ください。
1. オリエンテーション
2. Newton模試
3.Unit1 Communication
4.Unit1 Communication
5.Unit2 Friendship
6.Unit2 Friendship
7.Unit3 Health
8.Unit3 Health
9.Unit4 Environment
10.Unit4 Environment
11Unit5 Fashhion
12.Unit5 Fashion
13.Presentation (1)
14.Presentation (2)
15.Summary



2019-SJ00009612-B5インターミディエイト・イングリッシュⅡ「GE-1」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

樋渡　真理子

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、IE I(前期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実
施される海外英語研修）で構成されています。
IE IIは、前期の学習内容の強化・深化の段階だと考えます。
よって授業では、前期の内容と（8月に研修に行った場合は）
研修地での経験を踏まえたうえで、自らの意見を発信できるよ
うプレゼンテーションを含めたインタラクティヴな活動を中心
に行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①前期の学習や（８月に研修に行った場合は）海外研修で得た
知見をもとに、英語でグループ活動やプレゼンテーションなど
ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40％（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標①）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]First Time Traveling Abroad
[Author(s)]Kiyoshi Yukitokiほか
[Publisher]松柏社
[ISBN]978-4-88198-747-6
[Comments]テキスト価格1900円＋税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。なお、GE海外研修に行くのを途中で辞めキャン
セル料が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

※以下に各担当者で必要なことを付け加えてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. プレゼンテーション①
3. プレゼンテーション②
4. プレゼンテーション③
5. プレゼンテーション④
6. プレゼンテーション⑤
7. プレゼンテーション⑥
8. グループワーク①
9. グループワーク②
10.プレイスメント・テスト
11.グループワーク③
12.グループワーク④
13.復習
14.Newton模試
15.まとめ



2019-SJ00009612-B6インターミディエイト・イングリッシュⅡ「GE-2」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

新田　よしみ

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、IE I(前期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実施さ
れる海外英語研修）で構成されています。
IE IIは、前期の学習内容の強化・深化の段階だと考えます。よって
授業では、前期の内容と（8月に研修に行った場合は）研修地での
経験を踏まえたうえで、自らの意見を発信できるようプレゼンテー
ションを含めたインタラクティヴな活動を中心に行います。

テキストの課題に加えて、即興スピーチや学生同士のインタ
ビュー、プレゼンテーションなどを通じ、英語をアウトプットする
機会を増やします。

学生同士の相互評価を行うことで、相手の発言を「聞き」、「自分
の意見を述べる」姿勢を培います。

毎週課される課題に取り組むことで、英語の表現をインプットして
いきます。

後期では、様々な英語表現を身につけることを目的とし、映画や
ニュース、音楽、文学などを使用した課題が与えられます。課題に
関して、エッセイを英語で書けることを目指します。さらに、テキ
ストで学習した内容を踏まえたグループワークを行います。英語で
のグループワークでは「相手の意見を聞き」、「自分の意見を主張
する」練習を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①前期の学習や（８月に研修に行った場合は）海外研修で得た知見
をもとに、英語でグループ活動やプレゼンテーションなどができ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外にしっ
かり時間をとって行ってください。（60分）

毎日英語で日記を書く（30分）

英語でのエッセイ課題に取り組む（60分）

授業中に学んだ英語表現を復習する（60分）

海外のニュースやドラマなど、自分が興味のあるものを利用して英
語の学習を進める（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合に
より成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40％（到達目
標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標①）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって再試
験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Free Talking: Basic Strategies for Building
Communication
[Author(s)]Adam Gyenes, Matthew Guay, Lauren Eldekvist,
Yuki Hasegawa
[Publisher]National Geographic Learning
[ISBN]978-4-86312-349-6
[Comments] 前期と同じテキストを使用します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。なお、GE海外研修に行くのを途中で辞めキャン
セル料が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

出席日数が3分の2以上無い場合は、単位取得が難しくなる
ことがあります。

授業に関係のないサイトなどを授業中閲覧した場合、評価
が下がることがあります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Presentation 1
3. Unit 8 Friends
4. Unit 9 Going Out
5. Unit 11 Shopping
6. Group Work 1
7. Unit 17 Health and Illness
8. Unit 13 Places
9. Unit 18 The Future
10.プレイスメント・テスト
11 Unit 15 Experiences
12. Preparation for Group presentation
13.　Group presentation 1
14.　Newton模試
15.  Presentation 2



2019-SJ00009612-B7インターミディエイト・イングリッシュⅡ「GE-3」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

佐々木　有紀

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、IE I(前期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実
施される海外英語研修）で構成されています。
IE IIは、前期の学習内容の強化・深化の段階だと考えます。
よって授業では、前期の内容と（8月に研修に行った場合は）
研修地での経験を踏まえたうえで、自らの意見を発信できるよ
うプレゼンテーションを含めたインタラクティヴな活動を中心
に行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①前期の学習や（８月に研修に行った場合は）海外研修で得た
知見をもとに、英語でグループ活動やプレゼンテーションなど
ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40％（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標①）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]In My Opinion
[Author(s)]Atsushi Iino他
[Publisher]Kinseido
[ISBN]9784764740587
[Title]1000 Basic English Words 1 Student's Book + CD
[Author(s)]Kelli Ripatti ＆ Tamara Wilburn
[Publisher]Compass Publishing
[ISBN]978-1613524510

[Comments]前期と同じテキストなので、後期は購入の必要
はありません

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。なお、GE海外研修に行くのを途中で辞めキャン
セル料が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

※以下に各担当者で必要なことを付け加えてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※テキストに合わせてご記載ください。
1. オリエンテーション
2. IMO Unit 8
3. IMO Unit 9
4. IMO Unit 10
5. IMO Unit 11
6. IMO Unit 12
7. IMO Unit 13
8. IMO Unit 14
9. IMO Unit 15
10. プレイスメント・テスト
11 Presentation Preparation
12.　Presentation I
13. Presentation II
14.　Newton模試
15. Wrap up



2019-SJ00009612-B8インターミディエイト・イングリッシュⅡ「GE-4」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・６時限　　試験時間割：定期試験なし　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、IE I(前期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実
施される海外英語研修）で構成されています。
IE IIは、前期の学習内容の強化・深化の段階だと考えます。
よって授業では、前期の内容と（8月に研修に行った場合は）
研修地での経験を踏まえたうえで、自らの意見を発信できるよ
うプレゼンテーションを含めたインタラクティヴな活動を中心
に行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①前期の学習や（８月に研修に行った場合は）海外研修で得た
知見をもとに、英語でグループ活動やプレゼンテーションなど
ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

※以下に各担当者で必要なことを付け加えてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40％（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標①）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Journeys  Communication for the Future
[Author(s)]阿野幸一（他）
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15610-1
[Comment]福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。なお、GE海外研修に行くのを途中で辞めキャン
セル料が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

※以下に各担当者で必要なことを付け加えてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※テキストに合わせてご記載ください。
1. オリエンテーション
2.Unit6 Food
3.Unit6 Food
4.Unit7 Science and Technology
5.Unit7 Science and Technology
6.Unit8 Study abroad
7.Unit8 study abroad
8.Unit9 College Life in the U.S.
9.Unit9 College Life in the U.S.
10. プレイスメント・テスト
11.Unit10 Steve Jobs
12.Presentation (1)
13.Presentation (2)
14.　Newton模試
15. Summary



2019-SJ00009612-B9インターミディエイト・イングリッシュⅡ「GE-4（二部）」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・二部１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、IE I(前期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実
施される海外英語研修）で構成されています。
IE IIは、前期の学習内容の強化・深化の段階だと考えます。
よって授業では、前期の内容と（8月に研修に行った場合は）
研修地での経験を踏まえたうえで、自らの意見を発信できるよ
うプレゼンテーションを含めたインタラクティヴな活動を中心
に行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①前期の学習や（８月に研修に行った場合は）海外研修で得た
知見をもとに、英語でグループ活動やプレゼンテーションなど
ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40％（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標①）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Journeys  Communication for the Future
[Author(s)]阿野幸一（他）
[Publisher]朝日出版社
[ISBN]978-4-255-15610-1
[Comment]福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。なお、GE海外研修に行くのを途中で辞めキャン
セル料が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

※以下に各担当者で必要なことを付け加えてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

※テキストに合わせてご記載ください。
1. オリエンテーション
2.Unit6 Food
3.Unit6 Food
4.Unit7 Science and Technology
5.Unit7 Science and Technology
6.Unit8 Study abroad
7.Unit8 study abroad
8.Unit9 College Life in the U.S.
9.Unit9 College Life in the U.S.
10. プレイスメント・テスト
11.Unit10 Steve Jobs
12.Presentation (1)
13.Presentation (2)
14.　Newton模試
15. Summary



2019-SJ00009612-C0インターミディエイト・イングリッシュⅡ「GE-5」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、IE I(前期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実
施される海外英語研修）で構成されています。IE IIは、前期の
学習内容の強化・深化の段階だと考えます。よって授業では、
前期の内容と（8月に研修に行った場合は）研修地での経験を
踏まえたうえで、自らの意見を発信できるようプレゼンテー
ションを含めたインタラクティヴな活動を中心に行います。こ
の授業では、前期に引き続きプレゼンテーション活動を通じ
て、英語の4技能を総合的に高めていくと同時に、自信をもっ
て英語で意見を述べられるようになることをめざします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①前期の学習や（８月に研修に行った場合は）海外研修で得た
知見をもとに、英語でグループ活動やプレゼンテーションなど
ができる。(技能)

②クラスメートと協力しつつプレゼンテーションの準備を進め
る、協調性を身につける。(態度・志向性)

③積極的なコミュニケーション態度の重要性を理解し、実践で
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

設定された締め切りを必ず守るとともに、グループプレゼン
テーションの場合はメンバーと協力して準備にあたってくださ
い。各自が責任をもって課題に取り組んでいってください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。

授業への積極的参加等：40%（到達目標①,②,③）
-小テスト、発表等を含みます

課題：30%（到達目標①）
-毎週出されるプレゼンテーションの準備や原稿執筆等の課題
を評価します

プレゼンテーション：30%（到達目標②,③）
-各プロジェクトの最後に行うプレゼンテーションについて、
準備状況と当日のパフォーマンスを評価します

このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Presentations to Go
[Author(s)]Noboru Matsuoka, Takashi Tachino, Hiroko Miyake
[Publisher]Cengage Learning
[ISBN]9784863122642
[Comments] 2014年 2500円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。なお、GE海外研修に行くのを途中で辞めキャン
セル料が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Report: Your Summer Vacation
3. Project 3 "Promoting Your Vacation Plans": Step 1
4. Project 3 "Promoting Your Vacation Plans": Step 2
5. Project 3 "Promoting Your Vacation Plans": Step 3
6. Project 3 "Promoting Your Vacation Plans":
PRESENTATION
7. Review 1
8. Project 6 "Talking about Your Future Plans": Step 1
9. Project 6 "Talking about Your Future Plans": Step 2
10.プレイスメント・テスト
11.Project 6 "Talking about Your Future Plans": Step 3
12.Project 6 "Talking about Your Future Plans":
PRESENTATION (1)
13.Project 6 "Talking about Your Future Plans":
PRESENTATION (2)
14. Newton模試
15.Review 2



2019-SJ00009612-C1インターミディエイト・イングリッシュⅡ「GE-6」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

　GEの授業は、IE I(前期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に
実施される海外英語研修）で構成されています。
　IE IIは、前期の学習内容の強化・深化の段階だと考えます。
よって授業では、前期の内容と（8月に研修に行った場合は）
研修地での経験を踏まえたうえで、自らの意見を発信できるよ
うプレゼンテーションを含めたインタラクティヴな活動を中心
に行います。
　8月に研修に行った人たちは、文法を気にすることなく積極
的に発言している他の留学生に圧倒されたこともあるかもしれ
ません。日本人は自分の意見を切り出すことが苦手と言われが
ちです。後期はこの克服を目指し、自分が持っている知識、経
験、英語力をフル活用して、自分の意見を相手に適格に伝える
トレーニングをします。また、相手が言うことを十分理解し、
自分の意見を再検討した上で、相手を説得することができるよ
うにもなりましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①前期の学習や（８月に研修に行った場合は）海外研修で得た
知見をもとに、英語でグループ活動やプレゼンテーションなど
ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

* 授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外
にしっかり時間をとって行ってください。（60分）
* 授業中に学習した語彙やフレーズの復習（60分）
* 課題の作成（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
(1)授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40%
（到達目標①）
(2)課題：30%（到達目標①）
(3)プレゼンテーション：30%（到達目標①）
注1：欠席は、(1)の評価ができないため、減点の対象になりま
す。
注2：(2)は、スピーチとWeb教材のレポートです。
注3：このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。
よって再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] In My Opinion
[Author(s)] Atsushi Iino, Heather Johnson Satoh, etc.
[Publisher] Kinseido
[ISBN] 978-4-7647-4058-7
[Comments] 価格1,900円（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。なお、GE海外研修に行くのを途中で辞めキャン
セル料が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Unit 1: 相手に対して応答する表現
3. Unit 2: 聞き手の反応を促す表現
4. Unit 3: 意見を考えるために時間を稼ぐ表現
5. Presentation
6. Presentation
7. Unit 5: 例を示す表現、小テスト
8. Unit 6: 自分の意見を切り出す表現
9. Unit 7: 反対を示す表現
10. プレイスメント・テスト
11 Unit 8: 議論を深めるための表現、小テスト
12.　Final Presentation
13.　Final Presentation
14.　Newton模試
15. Review
（進捗状況によって、変更になる場合があります。）



2019-SJ00009612-C2インターミディエイト・イングリッシュⅡ「GE-7」

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

GEの授業は、IE I(前期)、II(後期)、III・IV（8月または2月に実
施される海外英語研修）で構成されています。
IE IIは、前期の学習内容の強化・深化の段階だと考えます。
よって授業では、前期の内容と（8月に研修に行った場合は）
研修地での経験を踏まえたうえで、自らの意見を発信できるよ
うプレゼンテーションを含めたインタラクティヴな活動を中心
に行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①前期の学習や（８月に研修に行った場合は）海外研修で得た
知見をもとに、英語でグループ活動やプレゼンテーションなど
ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのグループ活動やプレゼンテーションの準備を時間外に
しっかり時間をとって行ってください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
授業への積極的参加等（小テスト、発表等を含む）：40％（到
達目標①）
課題：30%（到達目標①）
プレゼンテーション：30%（到達目標①）
このクラスは定期試験期間中には試験は実施しません。よって
再試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Hello New York
[Author(s)] Takehisa Tsuchiya et al.
[Publisher] Kinseido
[ISBN] 9784764740112
[Comments] 前もって購入し、最初の授業の時に持参して
ください。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

IEのGEクラスは、IEⅠ（前期）、IEⅡ（後期）、IEⅢ・Ⅳ
（8月または2月に実施されるGE海外研修）で構成されて
います。なお、GE海外研修に行くのを途中で辞めキャン
セル料が発生した場合は、学生負担になります。
また、GEにはG.A.P.講座への出席が義務付けられていま
す。IE Ⅲ・Ⅳのシラバスを参照してください。
授業には必ず辞書を持参してください。（スマートフォン
を辞書代わりとすることは禁止）

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Tickets for a Yankee Game
3. What's on the shopping list?
4. MoMA is fun!
5. The "Fourth of July" is coming up
6. Review
7. Presentation-1
8. Who is that guy?
9. You're my best friend
10. プレイスメント・テスト
11 We're going to be late!
12. Review
13. Presentation-2
14. Newton模試
15. Review

 



2019-SJ00009613-C1インターミディエイト・イングリッシュⅢ「GE-1（8月）」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

新田　よしみ

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランドの6ヶ国10派遣先から選択する事ができる。
海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな活動、タブレッ
ト端末を使用した自主学習を通じて英語力を向上させる。G.A.
P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション能力、グローバ
ル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞれの海外研修を
有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

④全三回のBEVI-j(Beliefs, Events and Values Inventory)に回答す
ることで、グローバル人材としての自らの成長を確認し、将来
に役立てる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
セント・ジュリアン（マルタ）
バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009613-C2インターミディエイト・イングリッシュⅢ「GE-2（8月）」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

佐々木　有紀

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランドの6ヶ国10派遣先から選択する事ができる。
海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな活動、タブレッ
ト端末を使用した自主学習を通じて英語力を向上させる。G.A.
P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション能力、グローバ
ル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞれの海外研修を
有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

④全三回のBEVI-j(Beliefs, Events and Values Inventory)に回答す
ることで、グローバル人材としての自らの成長を確認し、将来
に役立てる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
　オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
　セント・ジュリアン（マルタ）
　バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009613-C3インターミディエイト・イングリッシュⅢ「GE-3（2月）」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

新田　よしみ

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランドの6ヶ国10派遣先から選択する事ができる。
海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな活動、タブレッ
ト端末を使用した自主学習を通じて英語力を向上させる。G.A.
P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション能力、グローバ
ル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞれの海外研修を
有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

④全三回のBEVI-j(Beliefs, Events and Values Inventory)に回答す
ることで、グローバル人材としての自らの成長を確認し、将来
に役立てる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
ント・ジュリアン（マルタ）
　バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009613-C4インターミディエイト・イングリッシュⅢ「GE-4（2月）」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

佐々木　有紀

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランドの6ヶ国10派遣先から選択する事ができる。
海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな活動、タブレッ
ト端末を使用した自主学習を通じて英語力を向上させる。G.A.
P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション能力、グローバ
ル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞれの海外研修を
有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

④全三回のBEVI-j(Beliefs, Events and Values Inventory)に回答す
ることで、グローバル人材としての自らの成長を確認し、将来
に役立てる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
　オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
　セント・ジュリアン（マルタ）
　バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009613-C7インターミディエイト・イングリッシュⅢ「GE-5（3年次）」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

新田　よしみ

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランド・シンガポールの7ヶ国11派遣先から選択す
る事ができる。海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな
活動、タブレット端末を使用した自主学習を通じて英語力を向
上させる。G.A.P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション
能力、グローバル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞ
れの海外研修を有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
セント・ジュリアン（マルタ）
バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）
シンガポール（シンガポール）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009614-C2インターミディエイト・イングリッシュⅣ「GE-1（8月）」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

新田　よしみ

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランドの6ヶ国10派遣先から選択する事ができる。
海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな活動、タブレッ
ト端末を使用した自主学習を通じて英語力を向上させる。G.A.
P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション能力、グローバ
ル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞれの海外研修を
有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

④全三回のBEVI-j(Beliefs, Events and Values Inventory)に回答す
ることで、グローバル人材としての自らの成長を確認し、将来
に役立てる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
セント・ジュリアン（マルタ）
バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009614-C3インターミディエイト・イングリッシュⅣ「GE-2（8月）」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

佐々木　有紀

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランドの6ヶ国10派遣先から選択する事ができる。
海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな活動、タブレッ
ト端末を使用した自主学習を通じて英語力を向上させる。G.A.
P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション能力、グローバ
ル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞれの海外研修を
有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

④全三回のBEVI-j(Beliefs, Events and Values Inventory)に回答す
ることで、グローバル人材としての自らの成長を確認し、将来
に役立てる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
　オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
　セント・ジュリアン（マルタ）
　バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009614-C4インターミディエイト・イングリッシュⅣ「GE-3（2月）」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

新田　よしみ

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランドの6ヶ国10派遣先から選択する事ができる。
海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな活動、タブレッ
ト端末を使用した自主学習を通じて英語力を向上させる。G.A.
P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション能力、グローバ
ル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞれの海外研修を
有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

④全三回のBEVI-j(Beliefs, Events and Values Inventory)に回答す
ることで、グローバル人材としての自らの成長を確認し、将来
に役立てる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
セント・ジュリアン（マルタ）
バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009614-C5インターミディエイト・イングリッシュⅣ「GE-4（2月）」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

佐々木　有紀

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランドの6ヶ国10派遣先から選択する事ができる。
海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな活動、タブレッ
ト端末を使用した自主学習を通じて英語力を向上させる。G.A.
P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション能力、グローバ
ル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞれの海外研修を
有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

④全三回のBEVI-j(Beliefs, Events and Values Inventory)に回答す
ることで、グローバル人材としての自らの成長を確認し、将来
に役立てる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
　オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
　セント・ジュリアン（マルタ）
　バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009614-C8インターミディエイト・イングリッシュⅣ「GE-5（3年次）」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

新田　よしみ

◎－－－　概要　－－－◎

インターミディエイト・イングリッシュⅢ・Ⅳ（以下、IEⅢ・
Ⅳ）は、2年次に実施される海外研修と、研修前学習として本
学で実施されるG.A.P.講座で構成される授業である。研修先
は、アメリカ・イギリス・カナダ・マルタ・オーストラリア・
ニュージーランド・シンガポールの7ヶ国11派遣先から選択す
る事ができる。海外研修中は、授業内でのインタラクティヴな
活動、タブレット端末を使用した自主学習を通じて英語力を向
上させる。G.A.P.講座は、英語の語学力、コミュニケーション
能力、グローバル対応能力を向上させる事を目的とし、それぞ
れの海外研修を有意義なものにするための講座を開講する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①G.A.P.講座では、英語基礎能力および運用能力・コミュニ
ケーション能力・グローバル対応能力を強化する。(技能)

②海外研修では、G.A.P.講座で強化した英語運用能力・コミュ
ニケーション能力を高める。(技能)

③海外研修では、主体性・問題解決能力などグローバル人材と
して求められる資質を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業でのプレゼンテーションや発表のため必要な準備をする。
（45分）
TOEIC講座の課題を計画的に完了する。（45分）
通常の予習復習に加え、基礎的な英語力向上のため、積極的に
e-learningに取り組む。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
１．海外研修先での活動：50% ｛授業への積極的参加（修了証
の取得を含む）、研修中の評価（Departure Testの結果を含
む）｝　（到達目標②③）

２． G.A.P.講座の成績：50%　（e-learning: 20%, 授業への積極
的参加: 10%, Interactive English講座のスピーチ・プレゼンテー
ション等: 20%）（到達目標①）

※この科目は、定期試験期間中に試験は実施しない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]
[Comments]１．海外研修：派遣先の教育機関が指定するテ
キストを使用する。２．G.A.P.講座：毎回、必要に応じて
資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

3週間の海外研修と研修前学習として本学で実施されるG.
A.P.講座がIEⅢ・Ⅳに該当する。よって、シラバスは
IEⅢ・Ⅳ共通となる。また、海外研修先での評価とG.A.P.
講座での評価の総合評価がIEⅢ・Ⅳの成績となるので、
IEⅢ・Ⅳの成績は同一の点数となる。G.A.P.講座とe-
learningの詳しいスケジュール・参加要領は4月のオリエン
テーションで説明される。

◎－－－　授業計画　－－－◎

8月の研修（3週間）
【派遣先】
ボストン、サンタバーバラ（アメリカ）
オックスフォード、ケンブリッジ（イギリス）
セント・ジュリアン（マルタ）
バンクーバー（カナダ）
【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）

2月の研修（3週間）
【派遣先】
オークランド（ニュージーランド）
ホノルル（アメリカ）
ブリスベン、シドニー（オーストラリア）
シンガポール（シンガポール）

【G.A.P.講座】
　①コミュニケーション能力育成講座（3週間）
　②TOEIC(受験)対策講座（2週間）



2019-SJ00009641-01海外英語研修「ウオッシュバン大学 」

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　ウオッシュバン大学では、“外国語としての英語教育”にお
いて経験豊富な講師が授業を担当し、本学学生の英語能力に合
わせて指導するため、英語能力の向上をめざす学生諸君にとっ
ては、充実した研修内容になっています。
　海外研修では、歴史や文化を学ぶ多彩な見学研修もプログラ
ムに組まれています。また、ホームステイは家族の一員として
日常生活を体験するなかで、現地の人々との交流を深める絶好
の機会です。
　この研修は、外国語科目「海外英語研修（2単位）」として
認定されます（卒業要件単位としての取り扱いは学則および学
科履修規程によります）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現地での授業や文化体験を通してアメリカの文化、歴史、自然
を学び、日本のそれと比較し説明することができる。(知識・
理解)

現地で受講する授業で、英語による他者とのコミュニケーショ
ンスキルを磨き、自分の意見を述べることができる。(技能)

現地の寮やホームステイ先での日常生活を通し、世界情勢に目
を向け、留学やボランティアに目を向け自ら行動し情報を得る
ようになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：海外英語研修前に実施する３回のオリエンテー
ションに参加しなければなりません。
　事後学習：海外英語研修後に、報告書の提出、アンケートの
記入を課します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　ウオッシュバン大学の英語授業担当講師から提出される成
績、学習態度に関する現地からの報告およびオリエンテーショ
ンの出席状況等をもとに評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ウオッシュバン大学で準備されるテキスト、プリントを使用
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

修得した「海外英語研修（２単位）」は翌年度の登録分とし
て扱われます。なお、履修登録にあたっては、事前登録をし
ていますので、履修登録時にWeb履修登録の初期画面【集中
講義等の登録科目】の欄を確認してください。また、その単
位数は年間登録制限単位数として算入するため、この2単位を
差し引いた残りの単位数内において他の科目を登録してくだ
さい。

*なお、海外研修についての詳細は、国際センター（1号館１
階）に問い合わせてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【2018年度実施分】
2019年度は、研修の内容や日程が一部変更になる場合があり
ます。

2/16　土　福岡発 カンザスシティ/ウオッシュバン大学到
着　　歓迎夕食会
2/17　日　自由時間 買い物
2/18　月　オリエンテーション/キャンパス案内 自由時間
2/19　火　正規授業の受講（1） 英語・アメリカ文化（1）
2/20　水　正規授業の受講（2） 英語・アメリカ文化（2）
2/21　木　英語・アメリカ文化（3） 正規授業の受講（3）
2/22　金　英語・アメリカ文化（4） 正規授業の受講（4）
2/23　土　トピカ市内見学
2/24　日　礼拝
2/25　月　英語・アメリカ文化（5） 正規授業の受講（5）
2/26　火　英語・アメリカ文化（6） 正規授業の受講（6）
2/27　水　英語・アメリカ文化（7） 正規授業の受講（7）
／フォーマルセッティング
2/28　木　英語・アメリカ文化（8） 正規授業の受講（8）
3/1　金　正規授業の受講（9） 英語・アメリカ文化（9）
3/2　土　ホームステイ
3/3　日　
3/4　月　英語・アメリカ文化（10） 正規授業の受講
（10）
3/5　火　正規授業の受講（11） 英語・アメリカ文化
（11）
3/6　水　英語・アメリカ文化（12） 正規授業の受講
（12）
3/7　木　正規授業の受講（13） 英語・アメリカ文化
（13）/修了式
3/8　金　自由時間
3/9　土　カンザスシティ見学
3/10　日　自由時間
3/11　月　自由時間
3/12　火　オクラホマシティへ移動 オクラホマシティ見
学※1
3/13　水　オクラホマシティ見学※1
3/14　木　ダラスへ移動 ダラス見学※2
3/15　金　出発準備 ダラス発　
3/16　土　福岡着（予定）



2019-SJ00009641-02海外英語研修「グリフィス大学 」

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　グリフィス大学では、“外国語としての英語教育”において
経験豊富な講師が授業を担当し、本学学生の英語能力に合わせ
て指導するため、英語能力の向上をめざす学生諸君にとって
は、充実した研修内容になっています。
　海外研修では、歴史や文化を学ぶ多彩な見学研修もプログラ
ムに組まれています。また、ホームステイは家族の一員として
日常生活を体験するなかで、現地の人々との交流を深める絶好
の機会です。
　この研修は、外国語科目「海外英語研修（2単位）」として
認定されます（卒業要件単位としての取り扱いは学則および学
科履修規程によります）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

現地での授業や文化体験を通してオーストラリアの文化、歴
史、自然を学び、日本のそれと比較し説明することができる。
(知識・理解)

現地で受講する授業で、英語による他者とのコミュニケーショ
ンスキルを磨き、自分の意見を述べることができる。(技能)

現地のホームステイ先での日常生活を通し、世界情勢に目を向
け、留学やボランティアに目を向け自ら行動し情報を得るよう
になる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：海外英語研修前に実施する３回のオリエンテー
ションに参加しなければなりません。
　事後学習：海外英語研修後に、報告書の提出、アンケートの
記入を課します。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　グリフィス大学の英語授業担当講師から提出される成績、学
習態度に関する現地からの報告およびオリエンテーションの出
席状況等をもとに評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

グリフィス大学で準備されるテキスト、プリントを使用し
ます。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

修得した「海外英語研修（２単位）」は翌年度の登録分と
して扱われます。なお、履修登録にあたっては、事前登録
をしていますので、履修登録時にWeb履修登録の初期画面
【集中講義等の登録科目】の欄を確認してください。ま
た、その単位数は年間登録制限単位数として算入するた
め、この2単位を差し引いた残りの単位数内において他の
科目を登録してください。

*なお、海外研修についての詳細は、国際センター（1号館
１階）に問い合わせてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【2018年度実施分】
2019年度は、研修の内容や日程が一部変更になる場合があ
ります。

2/16　土　福岡発
2/17　日　ブリスベン到着／ホストファミリーと対面
2/18　月　オリエンテーション キャンパスツアー
2/19　火　英語(1) グリフィス大生との交流①
2/20　水　英語（2） 英語（3）
2/21　木　英語（4） 自由時間
2/22　金　ドリームワールド
2/23　土　自由時間
2/24　日　自由時間
2/25　月　英語（5） 英語（6）
2/26　火　英語（7） アボリジニ文化ワークショップ
2/27　水　ブリスベンシティホール・クロックタワー見学
自由時間
2/28　木　英語（8） 英語（9）
3/1　金　英語（10） サーフ・ライフセービングワーク
ショップ
3/2　土　ストラドブローク島旅行
3/3　日　自由時間
3/4　月　英語（11） オーストラリア野生動物紹介
3/5　火　英語（12） 英語（13）
3/6　水　英語（14） グリフィス大生との交流②
3/7　木　英語（15） 英語（16）
3/8　金　英語（17） 自由時間
3/9　土　自由時間
3/10　日　自由時間
3/11　月　英語（18） スポーツアフタヌーン
3/12　火　英語（19） 英語（20）テスト
3/13　水　オーラルプレゼンテーション 自由時間
3/14　木　修了式準備 修了式・歓送会
3/15　金　ブリスベン発
3/16　土　福岡着（予定）


