
2019-1040000430-01アメリカ文化・文学概論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：前期：水・３時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限　　

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎－－－　概要　－－－◎

In our class we will learn about the culture and literature of
Americans past and present, from Native Americans and African
Americans to Puritans and children. We will read poems, short stories,
comics, and picture books, and we will cover the connections between
them and movies, paintings, and songs. And we will do all this in
English only.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) This class should deepen your knowledge of English language and
of American culture and literature.(知識・理解)

(2) This class should prepare you to study English and culture
academically.(知識・理解)

(3) This class should improve your enthusiasm and motivation to
study English language and American culture.(態度・志向性)

(4) This class should make you more aware of cultural differences and
responsive to people from different cultures.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Every week you will have English homework: sometimes a handout
(プリント) or poem or story to read, and sometimes a report or test to
write. You must come to class prepared and stay awake.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

20% posting comments on our class website: two times in Zenki:
goals (1), (2), (3), and (4) will be evaluated.

30% taking short tests: three times in Zenki: goals  (1), (2), and (4)
will be evaluated.

50% taking the examination: one time in Zenki: goals (1), (2), and (4)
will be evaluated.

If you miss five lectures, you may fail this class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]: アメリカ名詩選
[Author]: 亀井俊介
[Publisher]: 岩波文庫
[ISBN 10]: 4003233514

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：　Introduction
第２回：　Native American History and Culture
第３回：　Native American Songs: Introduction
第４回：　Native American Songs: Videos
第５回：　Puritan History and Culture
第６回：　Puritan Literature: Anne Bradstreet
第７回：　Rhyme and Rhythm
第８回：　Romantic Culture and History
第９回：　Romantic Literature: Thoreau
第１０回：　Romantic Literature: Poe
第１１回：　Romantic Literature: Dickenson
第１２回：　Modernist Culture and History
第１３回：　Modernist Literature: Pound
第１４回：　Modernist Literature: WC Williams
第１５回：　Review for Examination

◎－－－　URL　－－－◎

American Culture & Literature
(http://amcultlit.weebly.com)



2019-1040000430-01アメリカ文化・文学概論Ａ

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎英語:A-2,A-3,C-1,C-2

1.(1) This class should deepen your knowledge of English language and of American
culture and literature.　(A-2)

2.(2) This class should prepare you to study English and culture academically.　(A-3)

3.(3) This class should improve your enthusiasm and motivation to study English
language and American culture.　(C-1)

4.(4) This class should make you more aware of cultural differences and responsive to
people from different cultures.　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000431-01アメリカ文化・文学概論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/25　３時限　　

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎－－－　概要　－－－◎

In our class we will learn about the culture and literature of
Americans past and present, from Native Americans and African
Americans to Puritans and children. We will read poems, short stories,
comics, and picture books, and we will cover the connections between
them and movies, paintings, and songs. And we will do all this in
English only.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) This class should deepen your knowledge of English language and
of American culture and literature.(知識・理解)

(2) This class should prepare you to study English and culture
academically.(知識・理解)

(3) This class should improve your enthusiasm and motivation to
study English language and American culture.(態度・志向性)

(4) This class should make you more aware of cultural differences and
responsive to people from different cultures.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Every week you will have English homework: sometimes a handout
(プリント) or poem or story to read, and sometimes a report or test to
write. You must come to class prepared and stay awake.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

20% posting comments on our class website: two times in Koki: goals
(1), (2), (3), and (4) will be evaluated.

30% taking short tests: three times in Koki: goals  (1), (2), and (4) will
be evaluated.

50% taking the examination: one time in Koki: goals (1), (2), and (4)
will be evaluated.

If you miss five lectures, you may fail this class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]: Where the Wild Things Are (1963)
[Author]: Maurice Sendak
[Publisher]: HarperCollins
[ISBN 10]: 0064431789

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：Introduction
第２回：African American History and Culture
第３回：African American Literature: Spirituals
第４回：African American Literature: Poetry
第５回：Newspaper Comics History and Culture
第６回：Newspaper Comics: Calvin and Hobbes
第７回：Children's History and Culture
第８回：Children's Literature: Maurice Sendak
第９回：Children's Literature: Wild Things
第１０回：Fantasy History and Culture
第１１回：Fantasy Literature: "The Girl and the Chenoo"
第１２回：Science Fiction History and Culture
第１３回：Science Fiction Literature: P. K. Dick
第１４回：Science Fiction Literature: "Human Is"
第１５回：Review for Examination

 

◎－－－　URL　－－－◎

American Culture & Literature
(http://amcultlit.weebly.com)



2019-1040000431-01アメリカ文化・文学概論Ｂ

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎英語:A-2,A-3,C-1,C-2

1.(1) This class should deepen your knowledge of English language and of American
culture and literature.　(A-2)

2.(2) This class should prepare you to study English and culture academically.　(A-3)

3.(3) This class should improve your enthusiasm and motivation to study English
language and American culture.　(C-1)

4.(4) This class should make you more aware of cultural differences and responsive to
people from different cultures.　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000428-01イギリス文化・文学概論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　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・４時限　　試験時間割：2019/07/25　５時限　　

園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業ではCharles Dickens(1812-1870)のThe Pickwick Papers
からの抜粋を読み、設問に対する答を準備して授業に臨みま
す。作家や文学作品に独自の英語の表現を味わうとともに、そ
の場面に描かれるイギリスの文化や社会制度等について学びま
す。ヴィクトリア時代（1837－1901）を軸として、それ以前と
現在も含むその後の時代についても歴史的に振り返り、イギリ
スの文化や社会の全体像をつかむことを目指します。ミニレ
ポート（600字程度）では、作品を読んだり、授業で学ぶ中で
興味を持った点について３つ以上の文献を参照してまとめるこ
とで、自ら調べまとめる技術も身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①『ピックウィック・ペーパーズ(The Pickwick Papers)』の読解
を通じて、文学作品において使用されている様々な英語表現に
ついて理解している。(知識・理解)

②イギリス文学の学術的分野に関して専門知識の基礎を身につ
けている。(知識・理解)

③英語の言語的特質や、ヴィクトリア時代の文化や社会を軸に
イギリスの文化、社会、歴史について学び、自ら学術的に探求
する態度を身につけている。(態度・志向性)

④文学作品に描かれている、英語が使われている国や地域の文
化について理解している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習では配布したプリントを読み、設問の答を準備してきてく
ださい。慣れるまでは大変ですが、実際に作品を読むことで、
作家独自の表現を味わえるようになります。また、復習に力を
入れ、それぞれの回で扱ったテーマについて、自分でも本を読
んだり調べたりするなど、さらに理解を深めることができるよ
うにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について以下の方法で評価する。

ミニレポート　３０％（事前に配布するルーブリックに基づい
て評価し、各自に返却、授業で講評を行います。①③④を基準
に評価）
定期試験　７０％（①②③④を基準に評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし　（適宜プリントを配布します）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

成績評価の基準に出席点自体はありませんが、７０％を占
める定期試験は、各回で扱う内容を理解しているかどうか
をみる内容となりますので、欠席が重なると単位の取得が
難しくなります。授業には積極的に参加してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション――チャールズ・ディケンズ
とその時代
第２回：クラブ
第３回：乗り物の発達と旅
第４回：決闘――公正さとは？
第５回：結婚
第６回：使用人
第７回：階級　
第８回：ファッション
第９回：選挙
第１０回：裁判と司法制度
第１１回：監獄と監獄改革
第１２回： 階級と言葉――G.B.ショウの『ピグマリオン』
第１３回：イギリスの建築物
第１４回：イギリスの出版文化
第１５回：総まとめ
定期試験



2019-1040000428-01イギリス文化・文学概論Ａ

園田　暁子

◎英語:A-2,A-3,C-1,C-2

1.①『ピックウィック・ペーパーズ(The Pickwick Papers)』の読解を通じて、文
学作品において使用されている様々な英語表現について理解している。　(A-2)

2.②イギリス文学の学術的分野に関して専門知識の基礎を身につけている。　
(A-3)

3.③英語の言語的特質や、ヴィクトリア時代の文化や社会を軸にイギリスの文
化、社会、歴史について学び、自ら学術的に探求する態度を身につけている。
　(C-1)

4.④文学作品に描かれている、英語が使われている国や地域の文化について理
解している。　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000429-01イギリス文化・文学概論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　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・４時限　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

イギリスと聞いて皆さんが想像する国の正式名称はUnited
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland で、England, Wales,
Scotland　そしてNorthern Irelandなどから成っています。この授
業では、それぞれの文化的アイデンティティを持ったこれら4
つの地域の文化・文学について、歴史的視点も盛り込みながら
学び、United Kingdom（連合王国）の全体像をつかみます。最
初の４回でイギリスの歴史と文学史を集中的に学び、その後、
各地域の歴史と文化・文学をより深く学んでいきます。国内の
地方分権やEU離脱をはじめとする今日の問題の背景を理解で
きるような基本的な知識を身につけます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①文学作品で描かれている、英語が使われている国や地域の文
化について理解している。(知識・理解)

②様々な文学者たちが残した作品を実際に読むことで、文学作
品において使用されている様々な英語表現について理解してい
る。(知識・理解)

③イギリスの歴史と文学史を集中的に学ぶことで、どのような
時代にどのような作品が生み出されたのか、英語で書かれた代
表的な文学について理解している。(知識・理解)

④イギリスの歴史と文学史の概要を理解し、その文化的背景に
対する学術的探究心を有している。(態度・志向性)

⑤文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と
積極的に関わっていこうとする志向性を有している。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習は、事前に配布した資料がある際にはそれを読んできてく
ださい。復習に力を入れ、それぞれの回で扱ったテーマについ
て、自分でも本を読んでみるなど、さらに理解を深めることが
できるようにしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～⑤について以下の方法で評価する。
ミニテスト（2回実施）　３０％ （フィードバックとして、答
案を回収後、採点のうえ解答の解説を行います。①③④を基準
として評価出来る問題を出題。）
定期試験　７０％（①②③④⑤を基準として評価。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし　（適宜プリントを配布します）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

成績評価の基準に出席点自体はありませんが、７０％を占
める定期試験は、各回で扱う内容を理解しているかどうか
をみる内容となりますので、欠席回数が増えると単位の取
得が難しくなります。授業に積極的に参加してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イントロダクション――イギリスとは？
第２回：イギリスの歴史
第３回：イギリス文学史（１）18世紀まで
第４回：イギリス文学史（２）19世紀以降
第５回： 復習とミニテスト１
第６回： ミニテスト返却・解説とイングランド（１）基
本情報　
第７回：イングランド（２）ロンドンの歴史と文学――橋
の歴史を軸として　
第８回：スコットランド（１）基本情報と独自の文化　ロ
バート・バーンズの作品
第９回：スコットランド（２）歴史とイングランドとの関
係　　ウォルター・スコットの作品
第１０回： ウェールズ　歴史と文化　ディラン・トマス
の作品
第１１回：復習とミニテスト２
第１２回：ミニテスト２返却・解説とアイルランド（１）
文化と文学を中心に　W. B. イエイツの作品
第１３回：アイルランド（２）20世紀のアイルランドと
シェイマス・ヒーニーの作品
第１４回：UKの全体像
第１５回：総まとめ
定期試験



2019-1040000429-01イギリス文化・文学概論Ｂ

園田　暁子

◎英語:A-2,A-3,C-1,C-2

1.①文学作品で描かれている、英語が使われている国や地域の文化について理
解している。　(A-2)

2.②様々な文学者たちが残した作品を実際に読むことで、文学作品において使
用されている様々な英語表現について理解している。　(A-2)

3.③イギリスの歴史と文学史を集中的に学ぶことで、どのような時代にどのよ
うな作品が生み出されたのか、英語で書かれた代表的な文学について理解して
いる。　(A-3)

4.④イギリスの歴史と文学史の概要を理解し、その文化的背景に対する学術的
探究心を有している。　(C-1)

5.⑤文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的に関
わっていこうとする志向性を有している。　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000408-01英会話ⅠＡ「(a)」

 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　　

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 deepen your knowledge of English language and
of American culture.(知識・理解)

(2) This class should improve your English speaking, listening,
writing, and reading.(技能)

(3) This class should make you more aware of cultural differences and
responsive to people from different cultures.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You will sometimes have homework: handouts (プリント) to read,
short conversations to learn, short reports to write, etc.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

25% for Homework: Goals (1), (2), and (3) will be evaluated.

25% for Small Tests: Goals (1), (2), and (3) will be evaluated.

25% for Discussion: Goals (2) and (3) will be evaluated.

25% for Effort: Goals (1), (2), and (3) will be evaluated.
 
※There is no final exam during exam period.

If you miss five lessons, you may fail this class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　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



2019-1040000408-01英会話ⅠＡ「(a)」

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.(1) This class should deepen your knowledge of English language and of American
culture.　(A-2)

2.(2) This class should improve your English speaking, listening, writing, and reading.
　(B-1)

3.(3) This class should make you more aware of cultural differences and responsive to
people from different cultures.　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000408-02英会話ⅠＡ「(b)」

 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　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is the class where you are expected to reduce the amount of
Japanese you speak while you increase your spoken English.

Our progress will come from working in small groups:
To improve your ability to speak IN ENGLISH intelligently about
culture and media
To improve your ability to ask intelligent questions IN ENGLISH

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build the four language skills in a balanced way. This course puts
stronger emphasis on speaking and listening. (知識・理解)

To enhance interpersonal skills by cooperating with other students in
this course. (技能)

To understand cultural differences.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Be prepared.
Be on time, every time.
Bring your textbook and student card.
Complete your homework.
Remember the main points of every class: what is new for you?
If you do not understand the direction of the class, ask questions.
Remember spinach.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Punctual class attendance with your student ID and group activities
80% [The second goal will be evaluated]
Homework 20% [The first goal will be evaluated]
There is no term exam during the official term examination period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

コミュニケーション・サバイバル・ガイド
Communication Survival Guide
久保善宏／T.クロス 共著
英宝社
定価1995円
ISBN 13 : 9784269140486
ISBN 10 : 4269140488
金修堂書店 福大前店　092-861-5706

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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. Please do not waste your valuable class-time by bringing a
recycled textbook that already has the answers written down.
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.
Be prepared.
Be on time, every time.
Bring your textbook.
Complete your homework before class.
Remember the main points of every class: what is new for you?
If you do not understand the direction of the class, ask questions.
Remember spinach: 報告、連絡、相談.

Being late for class is calculated as an absence.
Bring your textboook.
Forgetting your textbook is calculated as an absence.
Forgetting your student card is calculated as an absence.

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

You must attend class to pass the course.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview.
2 Unit 1 Functions
3 Unit 1 Two way conversation
4 Stereotypes
5 Resisting stereotypes
6 Prejudice in Australia
7 Unit 2 Rhythm of friendship
8 Unit 2 Complaining
9 Culture as tradition
10 Unit 3 Making an offer of help
11 Unit 3 Receiving an offer of help
12 Sport as national traditions
13 Presentations (1)
14 Presentations (2)
15 Course review



2019-1040000408-02英会話ⅠＡ「(b)」

クロス，ティモシー

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.To build the four language skills in a balanced way. This course puts stronger
emphasis on speaking and listening. 　(A-2)

2.To enhance interpersonal skills by cooperating with other students in this course. 　
(B-1)

3.To understand cultural differences.　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000408-03英会話ⅠＡ「(c)」

 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・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

Students will read about various topics from the textbook and other
materials that are relevant to their everyday lives, but also challenging
with regard to having them deal with abstract concepts. Based on
what they have studied, they will communicate in English with the
teacher and classmates. The primary goal is for students to develop
conversational skills through interactive activities that are relevant
and thought-provoking. Students will complete writing assignments
which require them to compare or analyze two or more sides of an
issue. They will also take turns leading group activities and building
teamwork skills through participating in group projects.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To develop knowledge of English linguistic characteristics such as
appropriate vocabulary and grammar usage within a variety of cultural
contexts.(知識・理解)

To build all four language skills (speaking, listening, writing and
reading) in a balanced way.(技能)

To flexibly respond to cultural differences with the intention of
positively engaging with people from other backgrounds.(態度・志向
性)

To enhance interpersonal skills by cooperating with others.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must come to class prepared for lessons as follows:
1) Read through the unit being studied that day (90 min.).
2) Plan well for the group project assignment (90 min.).

◎－－－　成績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 20%
Grading criteria include attendance, arriving on time, staying on task
and joining in all activities.

Textbook Exercises 40%
The teacher will check students’ textbooks regularly, evaluating
whether or not all exercises have been properly completed.

Journal-writing Assignments 20%
Students will submit a one-paragraph written assignment in which
they reflect on the unit that was studied.

Group Projects 20%
Students will complete two special group projects which include both
written and spoken requirements.

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] In the Driver's Seat
[Author(s)] Fiona Minami Wall
[Publisher] Perceptia Press
[ISBN] 978-4939130458
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should arrive on time and take part in all activities.
Students must stay on-task (e.g. sleeping, constantly chatting
with friends, etc. are not permitted).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Overview, Introduction to Unit 1
2. Unit 1 ‒ Food (study, discuss, share)
3. Unit 1 ‒ Food (review, create, reflect)
4. Unit 2 ‒ Money (study, discuss, share)
5. Unit 2 ‒ Money (review, create, reflect)
6. Unit 3 ‒ Future Dreams (study, discuss, share)
7. Unit 3 ‒ Future Dreams (review, create, reflect)
8. Group Project #1
9. Unit 4 ‒ Music (study, discuss, share)
10. Unit 4 ‒ Music (review, create, reflect)
11. Unit 5 ‒ Health (study, discuss, share)
12. Unit 5 ‒ Health (review, create, reflect)
13. Unit 6 ‒ Movies (study, discuss, share)
14. Unit 6 ‒ Movies (review, create, reflect)
15. Group Project #2



2019-1040000408-03英会話ⅠＡ「(c)」

キンバー，ラリー

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.To develop knowledge of English linguistic characteristics such as appropriate
vocabulary and grammar usage within a variety of cultural contexts.　(A-2)

2.To build all four language skills (speaking, listening, writing and reading) in a
balanced way.　(B-1)

3.To flexibly respond to cultural differences with the intention of positively engaging
with people from other backgrounds.　(C-2)

4.To enhance interpersonal skills by cooperating with others.　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000408-04英会話ⅠＡ「(d)」

 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　　

ケイトン，トマス　Ｈ

◎－－－　概要　－－－◎

Conversation practice together with reading and listening skills at the
intermediate level form the foundation of this two-semester English
course.  Students will be encouraged to further develop their
communicative ability and to attain a high level of general English.
By the end of the course students should have a greater confidence to
communicate in English when both traveling abroad and living here in
Japan.  A strong emphasis on pronunciation will be made and students
will be strongly encouraged to give their opinions and will be able to
have detailed natural conversations about many topics. Using reading
and writing skills students will have the chance to research and then
discuss a topic before preparing it and making a speech in front of the
class. This speech practice will make students more confident and will
help them in their future life skills such as making company
presentations and having job interviews.

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

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

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

(4) 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.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Class participation and discussion (40%): Goals (1) and (3) will be
evaluated.
Presentation preparation and performance (40%): Goal (2) will be
evaluated.
In class final quiz (20%): Goal (4) will be evaluated.

◎－－－　テキスト　－－－◎

There is no formal textbook for this course.

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction and Welcome
2. Biography:  important life events
3. Presentation 1: Famous people, abilities and  personal
characteristics
4. Describing places: World Heritage Sites
5. Presentation 2: Travel advice for your chosen country
6. Describing world cuisine: instruction and explanation
7. Presentation 3: World cuisine for your chosen country
8. Japanese cultural descriptions: Difficulties of translation
9. Presentation 4: Japanese cultural description for a chosen topic
10. Daily conversation exercise: Finding things in common
11. Presentation 5: Cultural descriptions and stereotypes
12. Cultural role play activity and discussion
13. Media and advertising discussion activity: adjectives and
slogans
14. Presentation 6: Making a short TV commercial: a class drama
activity.
15. Class summary and review



2019-1040000408-04英会話ⅠＡ「(d)」

ケイトン，トマス　Ｈ

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.(1) Students will be able to have detailed and natural English discussions about many
topics.　(A-2)

2.(2) Students will be able to make extended formal presentations in front of the class
on a variety of interesting and useful topics.　(B-1)

3.(3) Students will be able to take part in discussions, talk about themselves and give
their opinions in a natural way.　(A-2)

4.(4) By the end of the course all students should have developed into more highly
motivated and active learners of English.　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000409-01英会話ⅠＢ「(a)」

 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　　

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎－－－　概要　－－－◎

In this class we will use a popular American comic book called Bone
by Jeff Smith as our source for short conversations and group
discussions.   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 deepen your knowledge of English language and
of American culture.(知識・理解)

(2) This class should improve your English speaking, listening,
writing, and reading.(技能)

(3) This class should make you more aware of cultural differences and
responsive to people from different cultures.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

There will be homework for every class (reading our book and
learning short conversations from it, etc.).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

25% for Homework: Goals (1), (2), and (3) will be evaluated.

25% for Small Tests: Goals (1), (2), and (3) will be evaluated.

25% for Discussion: Goals (2) and (3) will be evaluated.

25% for Effort: Goals (1), (2), and (3) will be evaluated.
 
※There is no final exam during exam period.

If you miss five lessons, you may fail this class.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]: Bone: Out from Boneville
[Author]: Jeff Smith
[Publisher]: Scholastic
[ISBN]: 0439706408

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to American comics and Bone
2. Bone pages 1-12
3. Bone 13-24
4. Bone 25-41
5. Bone 42-59
6. Bone 60-72
7. Bone 73-87
8. Bone 88-102
9. Bone 103-116
10. Bone 117-130
11. Bone 131-138
12. Bone Topics
13. Speeches: First Groups
14. Speeches: Second Groups
15. Speeches: Third Groups



2019-1040000409-01英会話ⅠＢ「(a)」

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.(1) This class should deepen your knowledge of English language and of American
culture.　(A-2)

2.(2) This class should improve your English speaking, listening, writing, and reading.
　(B-1)

3.(3) This class should make you more aware of cultural differences and responsive to
people from different cultures.　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000409-02英会話ⅠＢ「(b)」

 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　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

This is the course where you increase the amount of English you
speak.

Small groups are the key to our progress:
To improve your ability to speak IN ENGLISH intelligently about
culture and media
To improve your ability to ask intelligent questions IN ENGLISH

◎－－－　到達目標　－－－◎

To build the four language skills in a balanced way. This course puts
stronger emphasis on speaking and listening. (知識・理解)

To enhance interpersonal skills by cooperating with other students in
this course. (技能)

To understand cultural differences. (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Be prepared.
Be on time, every time.
Bring your textbook.
Complete your homework.
Remember the main points of every class: what is new for you?
If you do not understand the direction of the class, ask questions.
Remember spinach.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Punctual class attendance with your student ID and group activities
80% [The second goal will be evaluated]
Homework 20% [The first goal will be evaluated]
There is no term exam during the official term examination period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

コミュニケーション・サバイバル・ガイド
Communication Survival Guide
久保善宏／T.クロス 共著
英宝社
定価1995円
ISBN 13 : 9784269140486
ISBN 10 : 4269140488
金修堂書店 福大前店　092-861-5706

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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. Please do not waste your valuable class-time by bringing a
recycled textbook that already has the answers written down.
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.
Be prepared.
Be on time, every time.
Bring your textbook.
Complete your homework before class.
Remember the main points of every class: what is new for you?
If you do not understand the direction of the class, ask questions.
Remember spinach: 報告、連絡、相談.

Being late for class is calculated as an absence.
Bring your textboook.
Forgetting your textbook is calculated as an absence.
Forgetting your student card is calculated as an absence.

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

You must attend class to pass the course.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Course overview.
2 Unit 4 Functions
3 Unit 4 Language as social distance
4 Stereotypes and humor
5 Unit 5 Functions
6 Gender in Australia and Japan
7 Unit 6 Functions
8 Unit 6 Language as social distance
9 Culture as tradition
10 Unit 7 Functions
11 Sport the national religion of Australia
12 Presentations (1)
13 Presentations (2)
14 Presentations (3)
15 Course review



2019-1040000409-02英会話ⅠＢ「(b)」

クロス，ティモシー

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.To build the four language skills in a balanced way. This course puts stronger
emphasis on speaking and listening. 　(A-2)

2.To enhance interpersonal skills by cooperating with other students in this course. 　
(B-1)

3.To understand cultural differences. 　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000409-03英会話ⅠＢ「(c)」

 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・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

Students will read about various topics from the textbook and other
materials that are relevant to their everyday lives, but also challenging
with regard to having them deal with abstract concepts. Based on
what they have studied, they will communicate in English with the
teacher and classmates. The primary goal is for students to develop
conversational skills through interactive activities that are relevant
and thought-provoking. Students will complete writing assignments
which require them to compare or analyze two or more sides of an
issue. They will also take turns leading group activities and building
teamwork skills through participating in group projects.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To develop knowledge of English linguistic characteristics  such as
appropriate vocabulary and grammar usage within a variety of cultural
contexts.(知識・理解)

To build all four language skills (speaking, listening, writing and
reading) in a balanced way.(技能)

To flexibly respond to cultural differences with the intention of
positively engaging with people from other backgrounds.(態度・志向
性)

To enhance interpersonal skills by cooperating with others.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students must come to class prepared for lessons as follows:
1) Read through the unit being studied that day (90 min.).
2) Plan well for the group project assignment (90 min.).

◎－－－　成績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 20%
Grading criteria include attendance, arriving on time, staying on task
and joining in all activities.

Textbook Exercises 40%
The teacher will check students’ textbooks regularly, evaluating
whether or not all exercises have been properly completed.

Journal-writing Assignments 20%
Students will submit a one-paragraph written assignment in which
they reflect on the unit that was studied.

Group Projects 20%
Students will complete two special group projects which include both
written and spoken requirements.

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] In the Driver's Seat
[Author(s)] Fiona Minami Wall
[Publisher] Perceptia Press
[ISBN] 978-4939130458
[Comments]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students should arrive on time and take part in all activities.
Students must stay on-task (e.g. sleeping, constantly chatting
with friends, etc. are not permitted).

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Overview, Introduction to Unit 7
2. Unit 7 ‒ Stress (study, discuss, share)
3. Unit 7 ‒ Stress (review, create, reflect)
4. Unit 8 ‒ Personality (study, discuss, share)
5. Unit 8 ‒ Personality (review, create, reflect)
6. Unit 9 ‒ Fashion (study, discuss, share)
7. Unit 9 ‒ Fashion (review, create, reflect)
8. Group Project #1
9. Unit 10 ‒ Crime (study, discuss, share)
10. Unit 10 ‒ Crime (review, create, reflect)
11. Unit 11 ‒ Books (study, discuss, share)
12. Unit 11 ‒ Books (review, create, reflect)
13. Unit 12 ‒ Childhood memories (study, discuss, share)
14. Unit 12 ‒ Childhood memories (review, create, reflect)
15. Group Project #2



2019-1040000409-03英会話ⅠＢ「(c)」

キンバー，ラリー

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.To develop knowledge of English linguistic characteristics  such as appropriate
vocabulary and grammar usage within a variety of cultural contexts.　(A-2)

2.To build all four language skills (speaking, listening, writing and reading) in a
balanced way.　(B-1)

3.To flexibly respond to cultural differences with the intention of positively engaging
with people from other backgrounds.　(C-2)

4.To enhance interpersonal skills by cooperating with others.　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000409-04英会話ⅠＢ「(d)」

 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　　

ケイトン，トマス　Ｈ

◎－－－　概要　－－－◎

Conversation practice together with reading and listening skills at the
intermediate level form the foundation of this two-semester English
course.  Students will be encouraged to further develop their
communicative ability and to attain a high level of general English.
By the end of the course students should have a greater confidence to
communicate in English when both traveling abroad and living here in
Japan.  A strong emphasis on pronunciation will be made and students
will be strongly encouraged to give their opinions and will be able to
have detailed natural conversations about many topics. Using reading
and writing skills students will have the chance to research and then
discuss a topic before preparing it and making a speech in front of the
class. This speech practice will make students more confident and will
help them in their future life skills such as making company
presentations and having job interviews.

◎－－－　到達目標　－－－◎

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

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

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

(4) 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.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Class participation and discussion (40%): Goals (1) and (3) will be
evaluated.
Presentation preparation and performance (40%): Goal (2) will be
evaluated.
In class final quiz (20%): Goal (4) will be evaluated.

◎－－－　テキスト　－－－◎

There is no formal textbook for this course.

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

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.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Summarizing recent news and class quiz activity
2. Debate 1: Pros and cons about life in other countries
3. Presentation 1: Life in a chosen foreign country
4. Debate 2: A look at ‘Brave New World’: Descriptions and
discussions about the future
5. Presentation 2: Life 50 years in the future (dreams, differences
and dangers)
6. Debate 3: Sales technique: Describing the pros and cons of
different products
7. Presentation 3: Sales trends. Causes and effects
8. Story telling skills and the the linking of ideas.
9. Group presentations 4: Making an story for children
10. Debate 4: Special places in Japan: Writing a tourist guide for
Japan
11. Presentation 5 (with posters): Describing and recommending
places in Japan
12. Debate 5: Discussing the pros and cons of controversial
topics.
13. Presentation 6: Important and controversial world issues
14. World festival discussion with movies: Japan and the UK
15. Class summary and review



2019-1040000409-04英会話ⅠＢ「(d)」

ケイトン，トマス　Ｈ

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.(1) Students will be able to have detailed and natural English discussions about many
topics.　(A-2)

2.(2) Students will be able to make extended formal presentations in front of the class
on a variety of interesting and useful topics.　(B-1)

3.(3) Students will be able to take part in discussions, talk about themselves and give
their opinions in a natural way.　(B-1)

4.(4) By the end of the course all students should have developed into more highly
motivated and active learners of English.　(C-2)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000416-01英語学概論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　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：2019/08/01　５時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　英語学は、英語という言語を音声、文法、意味の各レベルに
おいて科学的に研究していき、世界の言語の中での英語の本質
を解明していこうという学問です。すなわち、英語学は、音、
語、句、文といった単位の各レベルにおいて、英語という個別
言語の背後に潜んでいる様々な規則性を見つけ出すことによっ
て、英語という言語の本質を解明していくのです。そこで、本
講義は、最初に人間言語としての英語の成立並びに特徴を概観
し、次に大きな単位の句、文のレベルを対象にする統語論を考
察していくことによって、英語という言語の本質の解明に近付
いていくことにします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．人間言語の中での国際共通語としての英語の位置づけを理
解する。(知識・理解)

２．英語という言語の統語レベルにおける規則性を理解する。
(知識・理解)

３．英語という言語の統語レベルにおける規則性に気づくこと
によって、英語という言語を今後研究していく動機付けが得ら
れる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲のテキストとハンドアウトは事前に読ん
でおいてください。（６０分）

復習：学習した内容のまとめをしてください。（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。

・平常点（授業中の質疑応答の回数と内容）：１５％
・レポート（レポートの課題について、必要十分なデータを集
めたか、さらにそのデータに基づいて自分の見解を論理的かつ
明示的に記述しているかを評価の基準とする）（到達目標の３
に基づく）：２５％
・定期試験（到達目標の１と２を基準とする）：６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

中島平三（著）２０１１『ファンダメンタル英語学（改訂
版）』ひつじ書房。￥1,400
ISBN 978-4-89476-575-7

◎－－－　参考書　－－－◎

Akmajian, A., R. A. Demers, A. K. Farmer & R. M. Harnish
1990 Linguistics:  An Introduction to Language and
Communication, 3rd edition, MIT Press.
荒木一雄＆安井稔（編）1992『現代英文法辞典』三省堂。
Crystal, D. 1995 The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, Cambridge University Press.
原口庄輔・中村捷（編）1992『チョムスキー理論辞典』研
究社出版。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は上記テキストとハンドアウトを用いて進めますが、
共に予習、復習することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　英語学とは:英語学の諸領域、英語学の研究方法
２　人間言語の多様性と共通性:人間言語と動物のことば
３　人間言語の多様性と共通性:言語習得
４　人間言語の多様性と共通性:自然言語の特徴と言語進
化
５　国際共通語としての英語の成立と変遷
６　国際共通語としての英語の実態
７　統語論（Syntax）:句、文を構成する要素
８　統語論（Syntax）:句の構造
９　統語論（Syntax）:文の構造
１０　統語論（Syntax）:構造と文法操作
１１　統語論（Syntax）:規則と原理
１２　統語論（Syntax）:構文の分析（疑問文、関係節、繰
り上げ構文）
１３　統語論（Syntax)：構文の分析（There構文、助動詞
の振る舞い、コントロール現象）
１４　統語論（Syntax）：比較統語論（英語と日本語）
１５　まとめ



2019-1040000416-01英語学概論Ａ

久保　善宏

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.１．人間言語の中での国際共通語としての英語の位置づけを理解する。　
(A-2)

2.２．英語という言語の統語レベルにおける規則性を理解する。　(A-3)

3.３．英語という言語の統語レベルにおける規則性に気づくことによって、英
語という言語を今後研究していく動機付けが得られる。　(C-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000417-01英語学概論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　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：2020/01/27　５時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　英語学は、英語という言語を音声、文法、意味の各レベルに
おいて科学的に研究していき、世界の言語の中での英語の本質
を解明していこうという学問です。すなわち、英語学は、音、
語、句、文といった単位の各レベルにおいて、英語という個別
言語の背後に潜んでいる様々な規則性を見つけだし、英語とい
う言語の本質を解明していこうという学問です。そこで、本講
義は、第一に、語のレベルを対象にする形態論(Morphology)、
第ニに、音のレベルを対象にする音韻論(Phonology)、音声学
(Phonetics)、第三に、語、句、文の意味を取り扱う意味論
（Semantics)、第四に、文を実際発話するレベルを対象にする
語用論（Pragmatics）、を考察していくことによって、英語と
いう言語の本質の解明に近付いていくことにしましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルに関する
知識を身に付ける。(知識・理解)

２．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルにおける
規則性を理解する。(知識・理解)

３．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルにおける
規則性に気付くことによって、英語という言語を今後研究して
いく動機付けが得られる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲のテキストとハンドアウトは事前に読ん
でおいてください。（６０分）
復習：学習した内容のまとめをしてください。（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。

・平常点（授業中の質疑応答の回数と内容）：１５％
・レポート（レポートの課題について、必要十分なデータを集
めたか、さらにそのデータに基づいて自分の見解を論理的かつ
明示的に記述しているかを評価の基準とする）（到達目標の３
に基づく）：２５％
・定期試験（到達目標の１と２に基づき、各自が身につけた規
則性を含む知識を更なるデータに運用できるかを問う）：６
０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

中島平三（著）２０１１『ファンダメンタル英語学（改訂
版）』ひつじ書房。￥1,400
ISBN 978-4-89476-575-7

◎－－－　参考書　－－－◎

Akmajian, A., R. A. Demers, A. K. Farmer & R. M. Harnish
1990 Linguistics:  An Introduction to Language and
Communication, 3rd edition, MIT Press.
Crystal, D. 1995 The Cambridge Encyclopedia of the English
Language, Cambridge University Press.
原口庄輔・中村捷（編）1992『チョムスキー理論辞典』研
究社出版。
寺澤芳雄（編）1997『英語語源辞典』研究社。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

『英語学概論Ａ』を履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　形態論（Morphology）:語の構造
２　形態論（Morphology）:派生と屈折
３　形態論（Morphology）:複合語の特徴
４　形態論（Morphology）:複合語の構造
５　音声学（Phonetics):音（母音と子音）と音素
６　音声学（Phonetics):同化と異化
７　音韻論（Phonology):強勢（音節構造）
８　音韻論（Phonology):強勢（強勢配置）
９　意味論(Semantics):意味とは？
１０　意味論(Semantics):主題役割
１１　意味論(Semantics):束縛理論（前方照応形）
１２　意味論(Semantics):束縛理論（代名詞と指示表現）
１３　語用論（Pragmatics)：発話の仕組み（言外の意味と
発話行為）
１４　語用論（Pragmatics)：発話の仕組み（言外の意味と
会話の規約）
１５　まとめ



2019-1040000417-01英語学概論Ｂ

久保　善宏

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.１．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルに関する知識を身に付
ける。　(A-2)

2.２．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルにおける規則性を理解
する。　(A-3)

3.３．英語という言語の語、音、意味、談話の各レベルにおける規則性に気付
くことによって、英語という言語を今後研究していく動機付けが得られる。　
(C-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000400-01英文法Ａ「LE1」

 期別：前期　　単位数：2　　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・２時限　　試験時間割：2019/07/26　５時限　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

実用的な英語を学ぶ上で英文法はあまり重要ではないと思って
いる人がいます。また、コミュニケーション中心の英語学習の
もと、文法は軽視される傾向にあります。こういったことは大
変危険なことです。ネイティブではない人間が外国語を学ぶ
時、文法は武器であり、土台となるものです。言い換えれば、
外国語として英語を学ぶ私たちにとって、文法は言葉を運用す
る上での基礎と言えます。テニスにしても野球にしても、基礎
的なフォームを身につけていない人にボールは打てません。本
科目では、受講者が英語を運用する上で基礎となる文法を身に
つけることを目標に掲げます。
　ただ、英文法解説に特化した、すなわち文法説明の理解に終
始する授業ではなく、実際の英文を通して英文法習得の理解に
努めていきます。実際に使用するテキストはリーディング教材
としても使用されるものでありますが、英文の中に使用されて
いる文法項目をこちらが拾い出し、使用されるコンテキストと
ともにそれぞれの英文法項目の理解を深めていきます。
　また、多くの英文を音読、暗唱する時間を設けていきます。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）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・文学）に関して幅広い知識を得る。(知
識・理解)

（２）バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読
む）を培う。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業以外にも、学んだ知識を応用し、しっかりした英文読解
（150分）、および英文作成の機会（150分）を積極的に作って
もらいます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表（20%）：自発的な授業での発言を評価します。
授業中の課題（40%）：授業内容の習熟度や創造的な思考能力
を評価します。
定期試験（40%）：選択問題と記述式問題を総合的に評価しま
す。
*すべての評価において、上に掲げた「到達目標(1, 2)」を勘案
しなから評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Jump ingto the World through News in English
[Author(s)]渡邉あをい
[Publisher]三修社
[Price]1,800円
[Published Year]2019
[ISBN] 978-4-384-33484-5
＊福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

人に迷惑をかけるようなことはしない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：名詞（冠詞、可算性）に関する文法学習
第２回：英文読解及び英作文（冠詞、可算性を中心に）
第３回：形容詞に関する文法学習
第４回：英文読解及び英作文（形容詞を中心に）
第５回：動詞分類に関する文法学習
第６回：アスペクトに関する文法学習
第７回：結果を含意する動詞の文法学習
第８回：英文解釈及び英作文（動詞を中心に）
第９回：修飾表現に関する文法学習
第１０回：修飾表現に関する文法学習
第１１回：英文解釈及び英作文（修飾表現を中心に）
第１２回：動詞受身と形容詞受身
第１３回：形容詞受身に関する文法学習
第１４回：英文解釈及び英作文（形容詞受身を中心に）
第１５回：英文法Aの総復習



2019-1040000400-01英文法Ａ「LE1」

毛利　史生

◎英語:A-2,B-1

1.（１）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・文学）に関して幅広い知識を得る。　(A-2)

2.（２）バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を培う。
　(B-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000400-02英文法Ａ「LE2」

 期別：前期　　単位数：2　　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：2019/07/26　５時限　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

次の英語を比べてみよう。

(a) My grandfather built this house in 1935.
(b) This house was built in 1935.

(a) は能動文，(b) は受動文である。英語を教えていて生徒から
この２つの文の違いを尋ねられた時に，何と答えるだろうか。
「同じ意味だよ」は正しい説明ではない。この２つの文の意味
は違う。では，どのように違うのか。

文法と言うと，無味乾燥なルールの集合体だと思うかもしれな
い。しかし文法には，その言語の母語話者の出来事の見方，認
知のパターンが反映されている。本授業では，単に文法事項を
暗記するのではなく，日本語と英語を比較しながら英文法の背
後にあるからくりを「認知」の観点から考えていき，英文法に
対する理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高校まで学習してきた英文法をもう一度見直し，英語の文法に
対する理解を深める(知識・理解)

文脈を考えながらどの文法事項を使用するか考え，適切な英語
を産出す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)　－－－◎

予習：指定された課題を行う（30分）
復習：予習課題において間違った部分について，やり直しを行
う（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の基準で成績評価を行います。

毎授業のまとめシートの内容　10％
各単元のまとめ小テストおよび課題（4回）　40％
定期試験　50％

高校まで学習してきた英文法をもう一度見直し，英語の文法に
対する理解を深めているかどうか，文脈を考えながらどの文法
事項を使用するか考え，適切な英語を産出することができるか
どうかを判断の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Raymond Murphy 『マーフィーのケンブリッジ英文法・中
級編』ケンブリッジ大学出版局

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：ことばに表れる話し手のものの見方
第２回：文型：なぜ文型を学習するの？
第３回：文型：第３文型とその仲間達
第４回：文型：第１文型と第２文型
第５回：関係詞節：日本語と英語の修飾表現の違い
第６回：関係詞節：関係代名詞の２つの用法
第７回：関係詞節：様々な関係詞節
第８回：受動文：日本語と英語の受動文
第９回：受動文：受動態と文脈
第１０回：時制：時制と時間の違い
第１１回：時制：単純過去形と完了形
第１２回：時制：現在完了形と過去完了形
第１３回：時制：単純現在形と現在進行形
第１４回：時制：未来を表す表現
第１５回：まとめ



2019-1040000400-02英文法Ａ「LE2」

長　加奈子

◎英語:A-2,B-1

1.高校まで学習してきた英文法をもう一度見直し，英語の文法に対する理解を
深める　(A-2)

2.文脈を考えながらどの文法事項を使用するか考え，適切な英語を産出するこ
とができるようになる　(B-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000401-01英文法Ｂ「LE1」

 期別：後期　　単位数：2　　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・２時限　　試験時間割：2020/01/21　５時限　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

英文法Bでも英文法A同様に、実践的な英文法習得を目指して
いきます。コミュニケーション中心の英語学習のもと、文法は
軽視される傾向にあります。こういったことは大変危険なこと
です。ネイティブではない人間が外国語を学ぶ時、文法は武器
であり、土台となるものです。言い換えれば、外国語として英
語を学ぶ私たちにとって、文法は言葉を運用する上での基礎と
言えます。テニスにしても野球にしても、基礎的なフォームを
身につけていない人にボールは打てません。本科目では、受講
者が英語を運用する上で基礎となる文法を身につけることを目
標に掲げます。
　英文法Aに続き、この授業でも文法説明の理解に終始する授
業ではなく、実際の英文を通して英文法習得の理解に努めてい
きます。実際に使用するテキストはリーディング教材としても
使用されるものでありますが、英文の中に使用されている文法
項目をこちらが拾い出し、使用されるコンテキストとともにそ
れぞれの英文法項目の理解を深めていきます。
　また、多くの英文を音読、暗唱する時間を設けていきます。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）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・文学）に関して幅広い知識を得る。(知
識・理解)

（２）バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読
む）を培う。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業以外にも、学んだ知識を応用し、しっかりした英文読解
（150分）、および英文作成（150分）の機会を積極的に作って
もらいます。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表（20%）：自発的な授業での発言を評価します。
授業中の課題（40%）：授業内容の習熟度や創造的な思考能力
を評価します。
定期試験（40%）：選択問題と記述式問題を総合的に評価しま
す。
*すべての評価において、上に掲げた「到達目標(1, 2)」を勘案
しなから評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Jump into the World through News in English
[Author(s)]渡邉あをい
[Publisher]三修社
[Price]1,900円
[Published Year]2019
[ISBN] 978-4-384-33484-5
＊福岡金文堂福大店で販売

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

人に迷惑をかけるようなことはしない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：不定詞に関する文法学習
第２回：英文読解及び英作文（不定詞を中心に）
第３回：アスペクトに関する文法学習
第４回：仮定法に関する文法学習(1)
第５回：仮定法に関する文法学習(2)
第６回：英文読解及び英作文（仮定法を中心に）
第７回：分詞構文に関する文法学習
第８回：英文解釈及び英作文（分詞構文を中心に）
第９回：修飾表現に関する文法学習
第１０回：英文読解及び英作文（修飾表現を中心に）
第１１回：助動詞表現に関する文法学習(1)
第１２回：助動詞表現に関する文法学習(2)
第１３回：英文解釈及び英作文（助動詞表現を中心に）
第１４回：特異構文に関する文法学習
第１５回：英文法Bの総復習



2019-1040000401-01英文法Ｂ「LE1」

毛利　史生

◎英語:A-2,B-1

1.（１）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・文学）に関して幅広い知識を得る。　(A-2)

2.（２）バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を培う。
　(B-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000401-02英文法Ｂ「LE2」

 期別：後期　　単位数：2　　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：2020/01/21　５時限　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

次の英語が表す場面を考えてみよう。

(a) You have some eggs on your cheek.
(b) You have some egg on your cheek.

(a) は"egg"が可算名詞として，(b) は不可算名詞として使用され
ている。どう違うか説明できるだろうか。

文法と言うと，無味乾燥なルールの集合体だと思うかもしれな
い。しかし文法には，その言語の母語話者の出来事の見方，認
知のパターンが反映されている。本授業では，単に文法事項を
暗記するのではなく，日本語と英語を比較しながら英文法の背
後にあるからくりを「認知」の観点から考えていき，英文法に
対する理解を深める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高校まで学習してきた英文法をもう一度見直し，英語の文法に
対する理解を深める(知識・理解)

文脈を考えながらどの文法事項を使用するか考え，適切な英語
を産出す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)　－－－◎

予習：指定された課題を行う（30分）
復習：課題の中で間違った部分について，やり直しを行う（30
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の基準で成績評価を行います。

毎授業のまとめシートの内容　10％
各単元のまとめ小テストおよび課題（４回）　40％
定期試験　50％

高校まで学習してきた英文法をもう一度見直し，英語の文法に
対する理解を深めているかどうか，文脈を考えながらどの文法
事項を使用するか考え，適切な英語を産出することができるか
どうかを判断の基準とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Raymond Murphy 『マーフィーのケンブリッジ英文法・中
級編』ケンブリッジ大学出版局

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：助動詞：助動詞が表すもの，will/would/be going to
第２回：助動詞：can/could/be able to，shall/should
第３回：助動詞：may/might，must/have to
第４回：助動詞：根源的意味と認識的意味，依頼表現
第５回：不定詞と動名詞
第６回：可算名詞と不可算名詞：数えられるものの特徴，
数えられないものの特徴
第７回：可算名詞と不可算名詞：warは数えられる？
第８回：定冠詞と不定冠詞
第９回：someとany
第１０回：前置詞：in, on, at
第１１回：前置詞：様々な前置詞
第１２回：句動詞
第１３回：形容詞と副詞
第１４回：英文法を教えるということ
第１５回：まとめ



2019-1040000401-02英文法Ｂ「LE2」

長　加奈子

◎英語:A-2,B-1

1.高校まで学習してきた英文法をもう一度見直し，英語の文法に対する理解を
深める　(A-2)

2.文脈を考えながらどの文法事項を使用するか考え，適切な英語を産出するこ
とができるようになる　(B-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000434-01基礎演習Ａ「(a)」（振替科目：英作文ⅠＡ「13台以前」）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　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　　

渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

大学での学習は、高校までの勉強とは様々な面で大きく異なっ
ている。その中でももっとも大きな違いは、高校時代までは
「受動的な勉強」が中心であるのに対し、大学における学習と
は、「主体的な学び」を中心とするものだということである。
そのため、大学で学びを 進めていく上では、能動的で自律的な
学習スタイルを確立することが不可欠である。この基礎演習A
では、大学で学ぶためのスキル（ノー トの取り方、要約の仕
方、図書館の利用法等）を実践的に学ぶとともに、グループ
ディスカッション等を用いた協同・協働学習を通じて、 自他の
「学ぶ意欲」を高め、自己を客観視する能力を養う。また、定
期的な新聞記事要約作業などを通じて、自律的な学習習慣を身
につけ、実りある大学生活を送るための基礎を作り上げること
を目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。(知
識・理解)

②自分の考えを正確に口頭及び文章で表現することができる。
(技能)

③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成
することができる。(技能)

④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の
中で）コミュニケーションをとったり、自分の意見を発表した
りすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎回の課題について、自分の意見を発表できるように事前に
準備する（45分）
・返却された課題に付されたコメントを見て、自分が間違った
箇所を確認する（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について、以下の課題により評価する。
自分ふりかえりシートの作成（②・④）：15%
新聞の要約課題（①・②・③）：30%
レポートの作成（②・③）：25%
グループディスカッション（②・④）：15%
将来計画の作成と発表（②・③・④）15%

※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　－－－◎

なし（授業中、プリント資料を配付する）

◎－－－　参考書　－－－◎

・佐藤望　編著　　アカデミック・スキルズ：大学生のた
めの知的技法入門　第２版　慶応義塾大学出版会
その他、必要に応じて授業中に担当者から適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内での活動が大きな位置を占めるため、出席は非常に
重要となる。3分の1以上の欠席は単位認定がなされない場
合がある。ほぼ毎授業、学習した内容を踏まえて何らかの
文書を作成、提出することを求めるので、欠席すると、授
業への参加度のみならず、提出物の評価も下がるというこ
とを忘れないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2．「自分をまとめてみよう」（1）
3．「自分をまとめてみよう」（2）
4．日本語力テスト
5．図書館ツアー
6．要約の方法と実践（1）
7．要約の方法と実践（2）
8．ノートテイキングの方法と実践（1）
9．ノートテイキングの方法と実践（2）
10．レポートの書き方（1）
11．レポートの書き方（2）
12．グループディスカッション（1）
13．グループディスカッション（2）
14．将来計画の作成と発表（1）
15．将来計画の作成と発表（2）



2019-1040000434-01基礎演習Ａ「(a)」（振替科目：英作文ⅠＡ「13台以前」）

渡部　智也

◎英語:A-2,B-1,B-3,C-4

1.①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。　(A-2)

2.②自分の考えを正確に口頭及び文章で表現することができる。　(B-1)

3.③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成することがで
きる。　(B-3)

4.④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の中で）コミュ
ニケーションをとったり、自分の意見を発表したりすることができる。　(C-4)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000434-02基礎演習Ａ「(b)」（振替科目：英作文ⅠＡ「13台以前」）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　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　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

大学での学習は、高校までの勉強とは様々な面で大きく異なっ
ている。その中でももっとも大きな違いは、高校時代までは
「受動的な勉強」が中心であるのに対し、大学における学習と
は、「主体的な学び」を中心とするものだということである。
そのため、大学で学びを 進めていく上では、能動的で自律的な
学習スタイルを確立することが不可欠である。この基礎演習A
では、大学で学ぶためのスキル（ノー トの取り方、要約の仕
方、図書館の利用法等）を実践的に学ぶとともに、グループ
ディスカッション等を用いた協同・協働学習を通じて、 自他の
「学ぶ意欲」を高め、自己を客観視する能力を養う。また、定
期的な新聞記事要約作業などを通じて、自律的な学習習慣を身
につけ、実りある大学生活を送るための基礎を作り上げること
を目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。(知
識・理解)

②自分の考えを正確に口頭及び文章で表現することができる
(技能)

③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成
することができる。(技能)

④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の
中で）コミュニケーションをとったり、自分の意見を発表した
りすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎回の課題について、自分の意見を発表できるように事前に
準備する（45分）
・返却された課題に付されたコメントを見て、自分が間違った
箇所を確認する（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について、以下の課題により評価する。
自分ふりかえりシートの作成（②・④）：15%
新聞の要約課題（①・②・③）：30%
レポートの作成（②・③）：25%
グループディスカッション（②・④）：15%
将来計画の作成と発表（②・③・④）15%
※この授業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　－－－◎

なし（授業中、プリント資料を配布する）

◎－－－　参考書　－－－◎

・佐藤望　編著　　アカデミック・スキルズ：大学生のた
めの知的技法入門　第２版　慶応義塾大学出版会
その他、必要に応じて授業中に担当者から適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内での活動が大きな位置を占めるため、出席は非常に
重要となる。3分の1以上の欠席は単位認定がなされない場
合がある。ほぼ毎授業、学習した内容を踏まえて何らかの
文書を作成、提出することを求めるので、欠席すると、授
業への参加度のみならず、提出物の評価も下がるというこ
とを忘れないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2．「自分をまとめてみよう」（1）
3．「自分をまとめてみよう」（2）
4．日本語力テスト
5．図書館ツアー
6．要約の方法と実践（1）
7．要約の方法と実践（2）
8．ノートテイキングの方法と実践（1）
9．ノートテイキングの方法と実践（2）
10．レポートの書き方（1）
11．レポートの書き方（2）
12．グループディスカッション（1）
13．グループディスカッション（2）
14．将来計画の作成と発表（1）
15．将来計画の作成と発表（2）



2019-1040000434-02基礎演習Ａ「(b)」（振替科目：英作文ⅠＡ「13台以前」）

竹安　大

◎英語:A-2,B-1,B-3,C-4

1.①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。　(A-2)

2.②自分の考えを正確に口頭及び文章で表現することができる　(B-1)

3.③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成することがで
きる。　(B-3)

4.④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の中で）コミュ
ニケーションをとったり、自分の意見を発表したりすることができる。　(C-4)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000434-03基礎演習Ａ「(c)」（振替科目：英作文ⅠＡ「13台以前」）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　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　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

大学での学習は、高校までの勉強とは様々な面で大きく異なっ
ている。その中でももっとも大きな違いは、高校時代までは
「受動的な勉強」が中心であるのに対し、大学における学習と
は、「主体的な学び」を中心とするものだということである。
そのため、大学で学びを 進めていく上では、能動的で自律的な
学習スタイルを確立することが不可欠である。この基礎演習A
では、大学で学ぶためのスキル（ノー トの取り方、要約の仕
方、図書館の利用法等）を実践的に学ぶとともに、グループ
ディスカッション等を用いた協同・協働学習を通じて、 自他の
「学ぶ意欲」を高め、自己を客観視する能力を養う。また、定
期的な新聞記事要約作業などを通じて、自律的な学習習慣を身
につけ、実りある大学生活を送るための基礎を作り上げること
を目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。(知
識・理解)

②自分の考えを正確に口頭及び文章で表現することができる。
(技能)

③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成
することができる。(技能)

④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の
中で）コミュニケーションをとったり、自分の意見を発表した
りすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎回の課題について、自分の意見を発表できるように事前に
準備する（45分）
・返却された課題に付されたコメントを見て、自分が間違った
箇所を確認する（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について、以下の課題により評価する。
自分ふりかえりシートの作成（②・④）：15%
新聞の要約課題（①・②・③）：30%
レポートの作成（②・③）：25%
グループディスカッション（②・④）：15%
将来計画の作成と発表（②・③・④）15%
※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　－－－◎

なし（授業中、プリント資料を配付する）

◎－－－　参考書　－－－◎

・佐藤望　編著　　アカデミック・スキルズ：大学生のた
めの知的技法入門　第２版　慶応義塾大学出版会
その他、必要に応じて授業中に担当者から適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内での活動が大きな位置を占めるため、出席は非常に
重要となる。3分の1以上の欠席は単位認定がなされない場
合がある。ほぼ毎授業、学習した内容を踏まえて何らかの
文書を作成、提出することを求めるので、欠席すると、授
業への参加度のみならず、提出物の評価も下がるというこ
とを忘れないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション
2．「自分をまとめてみよう」（1）
3．「自分をまとめてみよう」（2）
4．日本語力テスト
5．図書館ツアー
6．要約の方法と実践（1）
7．要約の方法と実践（2）
8．ノートテイキングの方法と実践（1）
9．ノートテイキングの方法と実践（2）
10．レポートの書き方（1）
11．レポートの書き方（2）
12．グループディスカッション（1）
13．グループディスカッション（2）
14．将来計画の作成と発表（1）
15．将来計画の作成と発表（2）



2019-1040000434-03基礎演習Ａ「(c)」（振替科目：英作文ⅠＡ「13台以前」）

銅堂　恵美子

◎英語:A-2,B-1,B-3,C-4

1.①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。　(A-2)

2.②自分の考えを正確に口頭及び文章で表現することができる。　(B-1)

3.③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成することがで
きる。　(B-3)

4.④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の中で）コミュ
ニケーションをとったり、自分の意見を発表したりすることができる。　(C-4)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000434-04基礎演習Ａ「(d)」（振替科目：英作文ⅠＡ「13台以前」）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

　大学での学習は、高校までの勉強とは様々な面で大きく異
なっている。その中でももっとも大きな違いは、高校時代まで
は「受動的な勉強」が中心であるのに対し、大学における学習
とは、「主体的な学び」を中心とするものだということであ
る。そのため、大学で学びを進めていく上では、能動的で自律
的な学習スタイルを確立することが不可欠である。この基礎演
習Aでは、大学で学ぶためのスキル（ノー トの取り方、要約の
仕方、図書館の利用法等）を実践的に学ぶとともに、グループ
ディスカッション等を用いた協同・協働学習を通じて、 自他の
「学ぶ意欲」を高め、自己を客観視する能力を養う。また、定
期的な新聞記事要約作業などを通じて、自律的な学習習慣を身
につけ、実りある大学生活を送るための基礎を作り上げること
を目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。(知
識・理解)

②自分の考えを正確に口頭及び文章で表現することができる
(技能)

③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成
することができる。(技能)

④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の
中で）コミュニケーションをとったり、自分の意見を発表した
りすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・毎回の課題について、自分の意見を発表できるように事前に
準備する（45分）
・返却された課題に付されたコメントを見て、自分が間違った
箇所を確認する（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について、以下の課題により評価する。

自分ふりかえりシートの作成（②・④）：15%
新聞の要約課題（①・②・③）：30%
レポートの作成（②・③）：25%
グループディスカッション（②・④）：15%
将来計画の作成と発表（②・③・④）15%

※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] よくわかる学びの技法　第2版
[Publisher] ミネルヴァ
[ISBN]9784623056491

◎－－－　参考書　－－－◎

・佐藤望　編著　　アカデミック・スキルズ：大学生のた
めの知的技法入門　第２版　慶応義塾大学出版会
その他、必要に応じて授業中に担当者から適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業内での活動が大きな位置を占めるため、出席は非常
に重要となる。3分の1以上の欠席は単位認定がなされない
場合がある。
　ほぼ毎授業、学習した内容を踏まえて何らかの文書を作
成、提出することが要求されるので、欠席すると、授業へ
の参加度のみならず、提出物の評価も下がるということを
忘れないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：シラバスの補足説明
2．「自分をまとめてみよう」（1）
3．「自分をまとめてみよう」（2）
4．日本語力テスト
5．図書館ツアー
6．要約の方法と実践（1）
7．要約の方法と実践（2）＊就職関係のテスト
8．ノートテイキングの方法と実践（1）
9．ノートテイキングの方法と実践（2）
10．レポートの書き方（1）
11．レポートの書き方（2）
12．グループディスカッション（1）
13．グループディスカッション（2）
14．将来計画の作成と発表（1）
15．将来計画の作成と発表（2）



2019-1040000434-04基礎演習Ａ「(d)」（振替科目：英作文ⅠＡ「13台以前」）

伊藤　益代

◎英語:A-2,B-1,B-3,C-4

1.①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。　(A-2)

2.②自分の考えを正確に口頭及び文章で表現することができる　(B-1)

3.③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成することがで
きる。　(B-3)

4.④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の中で）コミュ
ニケーションをとったり、自分の意見を発表したりすることができる。　(C-4)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000435-01基礎演習Ｂ「(a)」（振替科目：英作文ⅠＢ「13台以前」）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　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　　

渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

前期の基礎演習Aにおいては、日本語での討論や要約作成を通
じて、「大学での学び」のスキルを身につけるとともに、「自
律的な学習スタイル」を養ってきた。この基礎演習Bにおいて
は、前期で身につけた「自律的な学習スタイル」をより強固な
ものにすることに加えて、「英語学科における学び」を充実し
たものにするために必須のスキル、特に英語を書くことで自分
の考えを表現する能力を養うことを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。(知
識・理解)

②文法的に正しい英文を作成し、自分の考えを表現することが
できる。(技能)

③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成
することができる。(技能)

④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の
中で）コミュニケーションをとったり、自分の意見を発表した
りすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回学ぶ内容を図書館等を利用してあらかじめ調べておく
（45分）
・返却された課題に付されたコメントを見て、自分が間違った
箇所を確認する（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について、以下の課題により評価する。
英作文（①・②）：60%
新聞の要約課題（①・③）：20%
ディスカッション（④）：20%

※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　－－－◎

自作のプリントを使用します。
なお、英作文の練習のため、別途市販のノートを購入して
もらいます。詳細については授業内で説明します。

◎－－－　参考書　－－－◎

綿貫陽、マーク・ピーターセン著　『表現のための実践ロ
イヤル英文法』　旺文社　2011年発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内での活動が大きな位置を占めるため、出席は非常に
重要となる。3分の1以上の欠席は単位認定がなされない場
合がある。ほぼ毎授業、学習した内容を踏まえて何らかの
文書を作成、提出することを求めるので、欠席すると、授
業への参加度のみならず、提出物の評価も下がるというこ
と を忘れないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．グループディスカッション（1）
2．グループディスカッション（2）
3．英語ライティングの基本：名詞
4．英語ライティングの基本：動詞
5．英語ライティングの基本：形容詞
6．ディスカッション（1）
7．英語ライティングの基本：副詞
8．英語ライティングの基本：前置詞・接続詞
9．英語ライティングの基本：冠詞
10．ディスカッション（2）
11．英語ライティングの基本：分詞
12．英語ライティングの基本： 不定詞
13．英語ライティングの基本：関係詞
14．ディスカッション（3）
15．まとめ



2019-1040000435-01基礎演習Ｂ「(a)」（振替科目：英作文ⅠＢ「13台以前」）

渡部　智也

◎英語:A-2,B-1,B-3,C-4

1.①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。　(A-2)

2.②文法的に正しい英文を作成し、自分の考えを表現することができる。　
(B-1)

3.③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成することがで
きる。　(B-3)

4.④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の中で）コミュ
ニケーションをとったり、自分の意見を発表したりすることができる。　(C-4)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000435-02基礎演習Ｂ「(b)」（振替科目：英作文ⅠＢ「13台以前」）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　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　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

前期の基礎演習Aにおいては、日本語での討論や要約作成を通
じて、「大学での学び」のスキルを身につけるとともに、「自
律的な学習スタイル」を養ってきた。この基礎演習Bにおいて
は、前期で身につけた「自律的な学習スタイル」をより強固な
ものにすることに加えて、「英語学科における学び」を充実し
たものにするために必須のスキル、特に英語を書くことで自分
の考えを表現する能力を養うことを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。(知
識・理解)

②文法的に正しい英文を作成し、自分の考えを表現することが
できる。(技能)

③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成
することができる。(技能)

④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の
中で）コミュニケーションをとったり、自分の意見を発表した
りすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回学ぶ内容を図書館等を利用してあらかじめ調べておく
（45分）
・返却された課題に付されたコメントを見て、自分が間違った
箇所を確認する（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について、以下の課題により評価する。
英作文（①・②）：60%
新聞の要約課題（①・③）：20%
ディスカッション（④）：20%
※この授業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　－－－◎

マーク・ピーターセン著
『実践　日本人の英語』
岩波新書
2013年
ISBN: 978-4-00-431420-2

◎－－－　参考書　－－－◎

綿貫陽、マーク・ピーターセン著　『表現のための実践ロ
イヤル英文法』　旺文社　2011年発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内での活動が大きな位置を占めるため、出席は非常に
重要となる。3分の1以上の欠席は単位認定がなされない場
合がある。ほぼ毎授業、学習した内容を踏まえて何らかの
文書を作成、提出することを求めるので、欠席すると、授
業への参加度のみならず、提出物の評価も下がるというこ
と を忘れないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．グループディスカッション（1）
2．グループディスカッション（2）
3．英語ライティングの基本：名詞
4．英語ライティングの基本：動詞
5．英語ライティングの基本：形容詞
6．ディスカッション（1）
7．英語ライティングの基本：副詞
8．英語ライティングの基本：前置詞・接続詞
9．英語ライティングの基本：冠詞
10．ディスカッション（2）
11．英語ライティングの基本：分詞
12．英語ライティングの基本： 不定詞
13．英語ライティングの基本：関係詞
14．ディスカッション（3）
15．まとめ



2019-1040000435-02基礎演習Ｂ「(b)」（振替科目：英作文ⅠＢ「13台以前」）

竹安　大

◎英語:A-2,B-1,B-3,C-4

1.①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。　(A-2)

2.②文法的に正しい英文を作成し、自分の考えを表現することができる。　
(B-1)

3.③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成することがで
きる。　(B-3)

4.④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の中で）コミュ
ニケーションをとったり、自分の意見を発表したりすることができる。　(C-4)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000435-03基礎演習Ｂ「(c)」（振替科目：英作文ⅠＢ「13台以前」）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　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　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

前期の基礎演習Aにおいては、日本語での討論や要約作成を通
じて、「大学での学び」のスキルを身につけるとともに、「自
律的な学習スタイル」を養ってきた。この基礎演習Bにおいて
は、前期で身につけた「自律的な学習スタイル」をより強固な
ものにすることに加えて、「英語学科における学び」を充実し
たものにするために必須のスキル、特に英語を書くことで自分
の考えを表現する能力を養うことを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。(知
識・理解)

②文法的に正しい英文を作成し、自分の考えを表現することが
できる。(技能)

③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成
することができる。(技能)

④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の
中で）コミュニケーションをとったり、自分の意見を発表した
りすることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・次回学ぶ内容を図書館等を利用してあらかじめ調べておく
（45分）
・返却された課題に付されたコメントを見て、自分が間違った
箇所を確認する（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について、以下の課題により評価する。
英作文（①・②）：60%
新聞の要約課題（①・③）：20%
ディスカッション（④）：20%
※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　－－－◎

自作のプリントを使用します。
なお、英作文の練習のため、別途市販のノートを購入して
もらいます。詳細については授業内で説明します。

◎－－－　参考書　－－－◎

綿貫陽、マーク・ピーターセン著　『表現のための実践ロ
イヤル英文法』　旺文社　2011年発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内での活動が大きな位置を占めるため、出席は非常に
重要となる。3分の1以上の欠席は単位認定がなされない場
合がある。ほぼ毎授業、学習した内容を踏まえて何らかの
文書を作成、提出することを求めるので、欠席すると、授
業への参加度のみならず、提出物の評価も下がるというこ
と を忘れないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．グループディスカッション（1）
2．グループディスカッション（2）
3．英語ライティングの基本：名詞
4．英語ライティングの基本：動詞
5．英語ライティングの基本：形容詞
6．ディスカッション（1）
7．英語ライティングの基本：副詞
8．英語ライティングの基本：前置詞・接続詞
9．英語ライティングの基本：冠詞
10．ディスカッション（2）
11．英語ライティングの基本：分詞
12．英語ライティングの基本： 不定詞
13．英語ライティングの基本：関係詞
14．ディスカッション（3）
15．まとめ



2019-1040000435-03基礎演習Ｂ「(c)」（振替科目：英作文ⅠＢ「13台以前」）

銅堂　恵美子

◎英語:A-2,B-1,B-3,C-4

1.①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。　(A-2)

2.②文法的に正しい英文を作成し、自分の考えを表現することができる。　
(B-1)

3.③図書館を利用して自分で必要な情報を集め、レポートを作成することがで
きる。　(B-3)

4.④自分と他者の違いを認識したうえで、他者と（または集団の中で）コミュ
ニケーションをとったり、自分の意見を発表したりすることができる。　(C-4)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000435-04基礎演習Ｂ「(d)」（振替科目：英作文ⅠＢ「13台以前」）

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　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　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

前期の基礎演習Aにおいては、日本語での討論や要約作成を通
じて、「大学での学び」のスキルを身につけるとともに、「自
律的な学習スタイル」を養ってきた。この基礎演習Bにおいて
は、前期で身につけた「自律的な学習スタイル」をより強固な
ものにすることに加えて、「英語学科における学び」を充実し
たものにするために必須のスキル、特に英語を書くことで自分
の考えを表現する能力を養うことを目的とする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。 (知
識・理解)

②文法的に正しい英文を作成し、自分の考えを表現することが
できる。
(技能)

③図書館を利用して自分で必要な情報を集めることができる。
(技能)

④高校までの学びと大学での学びの質の違いを認識したうえで
自律的・計画的に学習を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)　－－－◎

・次回学ぶ内容を図書館等を利用してあらかじめ調べておく
（45分）
・返却された課題に付されたコメントを見て、自分が間違った
箇所を確認する（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について、以下の課題により評価する。
英作文（①・②）：60%
新聞の要約課題（①・③）：20%
ディスカッション（④）：20%

※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] 授業の初日にお知らせします
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　参考書　－－－◎

綿貫陽、マーク・ピーターセン著　『表現のための実践ロ
イヤル英文法』　旺文社　2011年発行

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業内での活動が大きな位置を占めるため、出席は非常に
重要となる。3分の1以上の欠席は単位認定がなされない場
合がある。ほぼ毎授業、学習した内容を踏まえて何らかの
文書を作成、提出することを求めるので、欠席すると、授
業への参加度のみならず、提出物の評価も下がるというこ
と を忘れないように。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．グループディスカッション（1）
2．グループディスカッション（2）
3．英語ライティングの基本：名詞
4．英語ライティングの基本：動詞
5．英語ライティングの基本：形容詞
6．ディスカッション（1）
7．英語ライティングの基本：副詞
8．英語ライティングの基本：前置詞・接続詞
9．英語ライティングの基本：冠詞
10．ディスカッション（2）
11．英語ライティングの基本：分詞
12．英語ライティングの基本： 不定詞
13．英語ライティングの基本：関係詞
14．ディスカッション（3）
15．まとめ



2019-1040000435-04基礎演習Ｂ「(d)」（振替科目：英作文ⅠＢ「13台以前」）

伊藤　益代

◎英語:A-2,B-1,B-3,C-4

1.①日本語と英語の発想の違いを認識することができる。 　(A-2)

2.②文法的に正しい英文を作成し、自分の考えを表現することができる。
　(B-1)

3.③図書館を利用して自分で必要な情報を集めることができる。　(B-3)

4.④高校までの学びと大学での学びの質の違いを認識したうえで自律的・計画
的に学習を進めることができる。
　(C-4)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。



2019-1040000418-01スピーチ・コミュニケーション概論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/25　３時限　　

クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

In Speech Communication, we study what we can do with spoken and
written language. We also analyse how the language we speak
everyday works as power and authority. In this course, we will learn
something about several theories of language and communication. We
will also study culture and media as two places where language works
as power.
In Speech Communication there are some basic ideas about the nature
of language. First, language is social: it is something that links us
together in speech communities. Second, using language is a social
action that has real world consequences: we use language to lift some
people up as good and push other people down as bad. Third,
language and the ways we communicate everyday change: culture (a
geographical place) and history (time) shape the patterns we use to
speak, read and write.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To develop knowledge of the characteristics of English
communication, including intercultural contexts. (知識・理解)

To enhance interpersonal skills by cooperating with other students in
this course. (知識・理解)

To understand the culutural aspects of linguistic difference.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Homework, revision of class material, review test preparation.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Earn marks by paying attention:
Punctual class attendance with your student ID and group
participation (being late is calculated as an absence) 60% [The second
goal will be evaluated]
Homework, review tests, final exam 40% [The first goal will be
evaluated]
Lose marks by not paying attention:
You will be penalized for not paying attention, chattering, sleeping,
and playing with your keitai.

◎－－－　テキスト　－－－◎

No textbook is required. Handouts and powerpoint

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Be prepared.
Be on time, every time.
Complete your homework.
Remember the main points of every class: what is new for you?
If you do not understand the direction of the class, ask MUST
questions.
Remember spinach: 報告、連絡、相談.
Being late for class is calculated as an absence.
Forgetting your student card is calculated as an absence.

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

You must attend class to pass the course.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

This is a rough outline that will probably be changed during the
semester. More details will be provided in the first two classes.

1 Course overview
2 Language and society (1)
3 Language and society (2)
4 Language and society (3)
5 Language and society: review test
6 Media and society (1)
7 Media and society (2)
8 Media and society (3)
9 Media and society: review test
10 Intercultural communication: translation (1)
11 Intercultural communication: translation (2)
12 Intercultural communication: review test
13 Analysing speeches (1)
14 Analysing speeches: review test
15 Course review
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クロス，ティモシー

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.To develop knowledge of the characteristics of English communication, including
intercultural contexts. 　(A-2)

2.To enhance interpersonal skills by cooperating with other students in this course. 　
(A-3)

3.To understand the culutural aspects of linguistic difference.　(C-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。
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クロス，ティモシー

◎－－－　概要　－－－◎

In Speech Communication, we study what we can do with spoken and
written language. We also analyse how the language we speak
everyday works as power and authority. In this course, we will learn
something about several theories of language and communication. We
will also study culture and media as two places where language works
as power.
In Speech Communication there are some basic ideas about the nature
of language. First, language is social: it is something that links us
together in speech communities. Second, using language is a social
action that has real world consequences: we use language to lift some
people up as good and push other people down as bad. Third,
language and the ways we communicate everyday change: culture (a
geographical place) and history (time) shape the patterns we use to
speak, read and write.

◎－－－　到達目標　－－－◎

To develop knowledge of the characteristics of English
communication, including intercultural contexts. (知識・理解)

To enhance interpersonal skills by cooperating with other students in
this course. (知識・理解)

To understand the culutural aspects of linguistic difference.(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Homework, revision of class material, review test preparation

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Earn marks by paying attention:
Punctual class attendance with your student ID and group
participation (being late is calculated as an absence) 60% [The second
goal will be evaluated]
Homework, review tests, final exam 40% [The first goal will be
evaluated]
Lose marks by not paying attention:
You will be penalized for not paying attention, chattering, sleeping,
and playing with your keitai.

◎－－－　テキスト　－－－◎

Handouts and powerpoint

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Be on time, every time.
Complete your homework.
Remember the main points of every class: what is new for you?
If you do not understand the direction of the class, ask MUST
questions.
Remember spinach: 報告、連絡、相談.
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.
Being late for class is calculated as an absence.
Forgetting your student card is calculated as an absence.

注意 Certain levels of misconduct are unacceptable.

You must attend class to pass the course.
tim@fukuoka-u.ac.jp

◎－－－　授業計画　－－－◎

This is a rough outline that will probably be changed during the
semester, based on our progress in the first semester. More
details will be provided in the first two classes.
1 Course overview
2 Language, conversation analysis and society (1)
3 Language, conversation analysis  and society (2)
4 Language, conversation analysis  and society (3)
5 Language, conversation analysis  and society: review test
6 History of ideas, media and society (1)
7 History of ideas, media and society (2)
8 History of ideas, media and society (3)
9 History of ideas, media and society: review test
10 Intercultural communication in media: translation (1)
11 Intercultural communication in media: translation (2)
12 Intercultural communication in media: review test
13 Analysing translated speeches (1)
14 Analysing translated speeches: review test
15 Course review
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クロス，ティモシー

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.To develop knowledge of the characteristics of English communication, including
intercultural contexts. 　(A-2)

2.To enhance interpersonal skills by cooperating with other students in this course. 　
(A-3)

3.To understand the culutural aspects of linguistic difference.　(C-1)

◎　英語英米文学　　ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）
　
Ａ　【知識・理解】
　
A-1　人文科学・社会科学・自然科学の諸分野に関して、21世紀に生きる
社会人としてふさわしい一般教養を有している。
A-2　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・文学）に関して幅広い知識を有している。
A-3　英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を有している。
A-4　第2外国語の学習を通じて、英語以外の言語およびその文化的背景
に関する知識を身につけている。
　
　
Ｂ　【技能】
　
B-1　バランスのとれた英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）を有す
る。
B-2　英語に関わる学術的分野の内容を理解・考察し、その成果をまとめ
ることができる。
B-3　ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を集め、その信頼
性や必要性を吟味しながら論理的に整序・分析することができる。
B-4　身につけた知識や収集した情報を活用して自分の考えを構築し、そ
れをわかりやすく表現し、他者に伝えることができる。
　
　
Ｃ　【態度・志向性】
　
C-1　英語の言語的特質やその文化的背景に対する学術的興味と探求心を
有している。
C-2　文化の差異に柔軟に対応し、異なる文化的背景を持つ人々と積極的
に関わっていこうとする志向性を有している。
C-3　自らが取り組んだ分野において問題を発見し、その解決に向けて積
極的に行動することができる。
C-4　他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を有している。
C-5　心身の健康について関心を持ち、その保持および増進を目指す生活
ができる。


