
2019-1040000536-01アメリカの文化と文学ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

　19世紀後半のアメリカ文学界を代表する作家、Mark Twainの
作品を取り上げ、小説を読む楽しみを知ると共に、アメリカ文
学の特徴や、文化として文学がいかに私たちの生活に影響して
いるかについて考えます。ロールプレイも取り入れ、登場人物
の発言を実際に声に出すことで、その人物の心情を実感しま
しょう。また、単に英語を読んで訳すのではなく、内容を議論
したり、時代背景や文化に関するプレゼンテーションをしても
らいます。
　前期は、みなさんも名前くらいは聞いたことがあるかもしれ
ない、The Adventures of Tom Sawyerを読みます。おそらく、今
みなさんがぼんやりと持っているこの作品に対するイメージを
覆す内容です。普通の人の無意識の行動や発言にこそ、当時の
「常識」が反映されているので、そこを解読しつつ、様々な角
度からこの作品を読むことを通して、原作を読む醍醐味を味わ
いましょう。また、この作品や作品中に描かれたアメリカ文化
がどのように日本で紹介されたかを、様々なメディアを援用し
ながら考えます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①文学作品で描かれている、アメリカの文化について理解でき
る。(知識・理解)

②19世紀のアメリカの代表的な作品を読むことで、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できる。
(知識・理解)

③文学作品の内容を多角的に考察し、その成果をまとめること
ができる。(技能)

④異なる歴史的・文化的背景を持つ人々の言動を理解しようと
する柔軟性・積極性を持つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：①事前に各回で扱う章を読み、分からない単語や事項な
どを調べておくこと。（60分）②担当日にあわせて課題につい
て調べ、資料作成などプレゼンテーションの準備をすること。
（180分）
復習：①授業中に読んだ章を読み直し、復習しておくこと。
（60分）②授業中に提出できなかった課題があれば、仕上げて
翌週提出する準備をすること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業への積極的参加（出席状況、授業中の発表および内容、
提出物を含む）20%（到達目標①②③④を基準として評価）
・プレゼンテーション　20%（到達目標①③を基準として評
価）
・学期末レポート　20%（到達目標①③④を基準として評価）
・最終試験　40%（到達目標①②③④を基準として評価）
（この科目は定期試験を実施しないため、再試験はありませ
ん。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

Mark Twain, The Adventures  of Tom Sawyer (NY: Penguin
Books) ISBN: 978-11-60306-239-8

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・正当な理由のない欠席が5回以上になると、単位取得が
困難になります。
・初回の授業でプレゼンテーションの担当を決め、注意事
項を説明するので、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：　講義概要の説明、Mark Twainとその時代
第２回： Ch. 1-2　　読者を惹きつけるキャラクターとは
第３回： Ch. 3-4　　“showing-off”する大人たちの描写
第４回： Ch. 5-6　　ハック・フィンはなぜ人気なのか
第５回： Ch. 7-9　　恋のかけひき
第６回： Ch. 10-12　インジャン・ジョーはなぜのけ者な
のか
第７回： Ch. 13-15　少年の成長物語
第８回： Ch. 16-18　恋のかけひき
第９回： Ch. 19-21　“The Cult of True Womanhood”～19
世紀の「女らしさ」とは
第１０回： Ch. 22-24　節制
第１１回： Ch. 25-27　無意識の人種差別
第１２回： Ch. 28-30　無意識の人種差別
第１３回： Ch. 31-33　インジャン・ジョーの最期が残す
謎
第１４回： Ch. 34-35　自由とは何か
第１５回： 最終試験
（進捗状況によって予定が変更になる場合があります。）



2019-1040000536-01アメリカの文化と文学ⅠＡ

秋好　礼子

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-2

1.①文学作品で描かれている、アメリカの文化について理解できる。　(A-2)

2.②19世紀のアメリカの代表的な作品を読むことで、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できる。　(A-3)

3.③文学作品の内容を多角的に考察し、その成果をまとめることができる。　
(B-2)

4.④異なる歴史的・文化的背景を持つ人々の言動を理解しようとする柔軟性・
積極性を持つことができる。　(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。



2019-1040000537-01アメリカの文化と文学ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

前期で人種問題について考えたことを踏まえ、後期のこの授業
では時代を20世紀に移してさらにこの問題を多角的な角度から
見ることによって、考えを深めます。今回は、2008年に最優秀
作品賞をはじめトニー賞8部門を受賞し、イギリスでも上演さ
れた（閉演後も、2015-2016年にツアー公演で再演されるほど
の人気）アメリカのミュージカル、『ヘアスプレー』の脚本を
使い、台詞だけでなく歌（詩）の内容も考えながら読み進めま
す。この作品が舞台としているアメリカの1960年代は、人種差
別だけでなく、女性差別に対しても人々が声を上げた時代で
す。毎回事前にその回の範囲を読んでくることを前提とし、毎
回担当者に発表してもらうだけでなく、ペアやグループで内容
について話し合うことによって、理解を深めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①文学作品で描かれている、アメリカの文化について理解でき
る。(知識・理解)

②19世紀のアメリカの代表的な作品を読むことで、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できる。
(知識・理解)

③文学作品の内容を多角的に考察し、その成果をまとめること
ができる。(技能)

④異なる歴史的・文化的背景を持つ人々の言動を理解しようと
する柔軟性・積極性を持つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：①事前に各回で扱う章を読み、分からない単語や事項な
どを調べておくこと。（60分）②担当日にあわせて課題につい
て調べ、資料作成などプレゼンテーションの準備をすること。
（180分）
復習：①授業中に読んだ章を読み直し、復習しておくこと。
（60分）②授業中に提出できなかった課題があれば、仕上げて
翌週提出する準備をすること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業への積極的参加（出席状況、発表、提出物を含む）20%
（到達目標①②③④を基準として評価）
・プレゼンテーション　20%（到達目標①③を基準として評
価）
・レポート　20%（到達目標①③④を基準として評価）
・最終試験　40%（到達目標①②③④を基準として評価）
（この科目は定期試験を実施しないため、再試験はありませ
ん。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

Marc O'Donnell, Hairspray: The Complete Book and Lyrics of
the Hit Broadway Musical, (Applause Theatre & Cinema Books)
ISBN: 978-1557835147

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中に資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・正当な理由のない欠席が5回以上になると、単位取得が
困難になります。
・初回の授業でプレゼンテーションの担当を決め、注意事
項を説明するので、必ず出席してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：　講義概要の説明、ミュージカル
第２回：　『ヘアスプレー』とその時代
第３回： Prologue, Scene 1　　　ボルチモア
第４回： Act 1, Scene 2 & 3　　ブルース
第５回： Act 1, Scene 4 & 5　　ジャッキー・ケネディ
第６回： Act 1, Scene 6　　 テレビとアイドル
第７回： Act 1, Scene 7      50年代と60年代の比較
第８回： Act 1, Scene 8      ブラック・ミュージック
第９回： Act 1, Scene 9      ブラック・ミュージック
第１０回： Act 2, Scene 1    映画版とミュージカル版の比較
第１１回： Act 2, Scene 2    エイジズム
第１２回： Act 2, Scene 3 & 4  　歌 “I Know Where I’ve
Been”
第１３回： Act 2, Scene 5　　 それぞれの未来
第１４回： その他のミュージカル
第１５回： 最終試験
（進捗状況によって予定が変更になる場合があります。）



2019-1040000537-01アメリカの文化と文学ⅠＢ

秋好　礼子

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-2

1.①文学作品で描かれている、アメリカの文化について理解できる。　(A-2)

2.②19世紀のアメリカの代表的な作品を読むことで、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できる。　(A-3)

3.③文学作品の内容を多角的に考察し、その成果をまとめることができる。　
(B-2)

4.④異なる歴史的・文化的背景を持つ人々の言動を理解しようとする柔軟性・
積極性を持つことができる。　(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。



2019-1040000540-01アメリカの文化と文学ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　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・３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、20世紀から現代にかけてのアメリカ小説の抜粋
を読み、アメリカ文学や文化への理解を深めていきます。英文は
すべて原文のままで、初めは難易度が高いと感じるかもしれませ
んが、注や教師の解説を活用しながら、じっくりと向き合ってほ
しいと思います。取り上げる作品はいずれもアメリカ文学を代表
する作家による有名な作品で、多様な文化を内包するアメリカを
様々な角度から切り取り、私たちの前に提示してくれます。質の
高い文章を表面的ではなく、英文の細部／深部にまで踏みこみな
がら読み解く経験を積んでいくことは、皆さんの読解力と思考力
を大きく伸ばしてくれるでしょう。
　授業では、訳読は行いません。英語を英語として理解出来るよ
うになることを目指しましょう。また、作品についてのディス
カッションやプレゼンテーションを通して、文学についても文化
についても能動的に学んでいってください。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①歴史的・文化的背景を意識しながら、小説を原文で読むことが
できる。(知識・理解)

②表面的なストーリーを追うだけでなく、語彙選択や象徴などの
技法に注意を払い、作品の細部にまで意識を向けた読み方ができ
る。(知識・理解)

③小説を批評、考察し、その結果を口頭発表あるいは文章にまと
めることができる。(技能)

④アメリカ小説の特性や、日米の文化や歴史の違いを知り、「ア
メリカらしさ」を楽しむことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
各章冒頭の解説を読み、"Check the Vocabulary" の問題を解く
作品の朗読音声を聞きながら、作品を読む
作品を丁寧に読みながら、演習問題を解く（以上　計70分）

【復習】
作品を読み直し、理解を深める（20分）

＊音声ファイルは、出版社（英宝社）のホームページ（http://
wwww.eihosha.co.jp)からダウンロードしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（予習・復習状況、授業への貢献度、出席状況等を含む）
20%
　到達目標①②③④
中間テスト　20%
　到達目標①②
プレゼンテーション  20%
　到達目標①②③
第15週のテスト 40%
　到達目標①②③

により総合的に評価します。

定期試験期間中に試験は実施しません。追試、再試も実施しませ
ん。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Let's Learn English from American Literature 2 (英宝社）
ISBN 978-4-269-03013-8,  1900円

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Chapter 1: Faulkner, "A Rose for Emily" (I)
3. Chapter 2: Faulkner, "A Rose for Emily" (II)
4. Chapter 4: Hemingway, "The Short Happy Life of Francis
Macomber"
5. Chapter 5: Steinbeck, "Of Mice and Men" (I)
6. Chapter 6: Steinbeck, "Of Mice and Men" (II)
7. 中間テスト
8. プレゼンテーション①
9. プレゼンテーション②
10. Chapter 9: Yamamoto, "Seventeen Syllables" (I)
11. Chapter 10: Yamamoto, "Seventeen Syllables" (II)
12. Chapter 11: Silko, "Ceremony" (I)
13. Chapter 12: Silko, "Ceremony" (II)
14.プレゼンテーション③
15. テスト



2019-1040000540-01アメリカの文化と文学ⅡＡ

高橋　美知子

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-2

1.①歴史的・文化的背景を意識しながら、小説を原文で読むことができる。　
(A-2)

2.②表面的なストーリーを追うだけでなく、語彙選択や象徴などの技法に注意
を払い、作品の細部にまで意識を向けた読み方ができる。　(A-3)

3.③小説を批評、考察し、その結果を口頭発表あるいは文章にまとめることが
できる。　(B-2)

4.④アメリカ小説の特性や、日米の文化や歴史の違いを知り、「アメリカらし
さ」を楽しむことができる。　(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。



2019-1040000541-01アメリカの文化と文学ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　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・３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、アメリカの様々な時代の詩を取り上げながら、
アメリカの歴史や文化について学んでいきます。詩、というと堅
苦しく感じるかもしれませんが、取り上げるテーマは「愛」、
「自然」、「想像力」など、私たちにも身近なものばかりです。
詩人たちは、どんなことを感じ、思いながら詩を書いているので
しょう。様々な詩を通じ、彼らの人生や思考を垣間見てみれば、
違った国、そして時代で生きる私たちにも共感できることが案外
あるかもしれません。あるいは、自分たちとは全く違った感覚
に、視野が広がる経験ができるかもしれません。
　授業では、詩を読む以外にも、詩の背景や主題に関する講義、
グループワーク、ミニプレゼンテーションなどを組み合わせ、ア
メリカの詩や文化についての理解を深めていきます。いささか馴
染みのない表現形式である詩の「読み方」や「楽しみ方」を学び
ながら、そこに描かれるアメリカを知り、英語でのアウトプット
や発音の練習もしていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の詩を読んで、そこに描かれる状況や文化的背景を理解で
きる。(知識・理解)

②韻や象徴などの技法を意識して、詩を読むことができる。(知
識・理解)

③詩を読んで、理解・考察し、その結果を口頭発表あるいは文章
にまとめることができる。(技能)

④アメリカ詩の特性や、日米の文化や歴史の違いを知り、「アメ
リカらしさ」を楽しむことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

【予習】
指定された範囲の詩を読み、問題を解いてくる
詩の音声を聞き、音声に合わせて音読の練習をしてくる（計70
分）

【復習】
授業で取り上げた詩を読み直し、理解を深める（20分）

＊音声ファイルは、出版社（英宝社）のホームページ（http://
wwww.eihosha.co.jp)からダウンロードしてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

平常点（予習・復習状況、授業への貢献度、出席状況等を含む）
20%
　到達目標①②③④
中間テスト  30%
　到達目標①②③
プレゼンテーション  10%
　到達目標①②③
第15週のテスト 40%
　到達目標①②③④

により総合的に評価します。

定期試験期間中に試験は実施しません。追試、再試も実施しませ
ん。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Understanding American Poetry (英宝社）
ISBN 978-4-269-07015-8,  2000円

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Lesson 1: American Lives and Loves ①
3. Lesson 1: American Lives and Loves ②
4. Lesson 3: Mother
5. Guide 1: What can you do with a poem? Perform it! &　
Lesson 5: Love (2)-①
6. Lesson 5: Love (2)-②
7. 中間テスト & Guide 2: Whose voice is speaking inside a
poem?
8. Lesson 7: Nature
9. Lesson 12: Poets and Poetry (2) & Guide 4: What are symbols,
and what are they useful for?
10. Lesson 14: Imagination
11. Lesson 15: America ①
12. Lesson 15: America ②
13. プレゼンテーション ①
14. プレゼンテーション ②
15. テスト



2019-1040000541-01アメリカの文化と文学ⅡＢ

高橋　美知子

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-2

1.①英語の詩を読んで、そこに描かれる状況や文化的背景を理解できる。　
(A-2)

2.②韻や象徴などの技法を意識して、詩を読むことができる。　(A-3)

3.③詩を読んで、理解・考察し、その結果を口頭発表あるいは文章にまとめる
ことができる。　(B-2)

4.④アメリカ詩の特性や、日米の文化や歴史の違いを知り、「アメリカらし
さ」を楽しむことができる。　(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。



2019-1040000530-01アメリカ文化各論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　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：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・２時限　　試験時間割：2019/07/26　３時限　　

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎－－－　概要　－－－◎

In this class we will study the complexity and richness of American
culture through many topics: current events, holidays, patriotism,
movies, music, sports, universities, etc. I will lecture in English, and
you will ask questions and post comments on our class blog in
English.

◎－－－　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 enthusiasm and motivation to
study English language and American culture.(態度・志向性)

(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)　－－－◎

Each week you will have some English homework: typically you will
read a lecture handout and bring to class one question or comment
about it.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

10% asking questions in class: two times in Zenki: goals (1), (2), and
(3) will be evaluated.

30% posting comments on our class website: two times in Zenki:
goals (1), (2), and (3) will be evaluated.

60% taking the examination: one time in Zenki: goals (1) and (3) will
be evaluated.

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：Introduction: Variety
第２回：Easter
第３回：Freedom: The Usual Path
第４回：Freedom: Sources and Influences
第５回：Memorial Day
第６回：Freedom: "The Star-Spangled Banner"
第７回：Freedom: Lady Liberty
第８回：Freedom: Harold and the Purple Crayon
第９回：Huntington Beach, California
第１０回：Money
第１１回：Health Care
第１２回：Current Events: Politics
第１３回：Independence Day
第１４回：Current Events: Health Care
第１５回：Review Spring Semester

◎－－－　URL　－－－◎

American Culture
(http://amcultclass.weebly.com)



2019-1040000530-01アメリカ文化各論Ａ

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎英語:A-2,C-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 enthusiasm and motivation to study English
language and American culture.　(C-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。



2019-1040000531-01アメリカ文化各論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　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：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・２時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎－－－　概要　－－－◎

In this class we will study the complexity and richness of American
culture through many topics: current events, holidays, patriotism,
movies, music, sports, universities, etc. I will lecture in English, and
you will ask questions and post comments on our class blog in
English.

◎－－－　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 enthusiasm and motivation to
study English language and American culture.(態度・志向性)

(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)　－－－◎

Each week you will have some English homework: typically you will
read a lecture handout (プリント) and bring to class one question or
comment about it.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

10% asking questions in class: two times in Koki: goals (1), (2), and
(3) will be evaluated.

30% posting comments on our class website: two times in Koki: goals
(1), (2), and (3) will be evaluated.

60% taking the examination: one time in Koki: goals (1) and (3) will
be evaluated.

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

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：Autumn Seasons: School, TV, Football
第２回：American English: History
第３回：American English: Compared to British
第４回：American English: Pronunciation
第５回：American English: Expressions
第６回：American English: Singin' in the Rain
第７回：Halloween
第８回：Universities: Fees and Calendars
第９回：Universities: Classes and Grades
第１０回：Current Events: Politics
第１１回：AIDS and HIV
第１２回：Current Events: Justice
第１３回：Christmas
第１４回：New Year's
第１５回：Review Fall Semester

◎－－－　URL　－－－◎

American Culture
(http://amcultclass.weebly.com)



2019-1040000531-01アメリカ文化各論Ｂ

ピーターズ，Ｊ．Ｍ．

◎英語:A-2,C-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 enthusiasm and motivation to study English
language and American culture.　(C-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。



2019-1040000558-01アメリカ文化・文学演習ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　アメリカ文学をはじめとする作品で、ニューヨークがどのように
表わされているかを探ります。あるいは、ニューヨークについて何
かのトピックを選んで、それについて掘り下げて、発表します。
　文学作品が実際の文化や政治と深く切り結ぶこともあります。ど
のように係っているかを掘り下げていくと、いろいろなことが見え
てくることでしょう。
　今学年では、とりあえずまず4月には、私から報告をします。ひ
とつは2011年の秋にマンハッタンのウォール街で行われた、格差拡
大に対する非暴力の抗議占拠運動(Occupy Wall Street)についてで
す。その運動で参加者たちが19世紀の作家ハーマン・メルヴィルの
中編小説“Bartleby”を読んだことを紹介します。これは19世紀半
ばに書かれた小説ですが、占拠をした人々にとっては、どの文学作
品よりも関係があると切実に感じたからこその選択でした。もうひ
とつは、現在活躍中である、ワシントン州の保留地出身の北米先住
民シャーマン・アレクシーの長編小説『リザベーション・ブルー
ス』を紹介します。ニューヨークが舞台となっているのは作中でわ
ずか１章（量的には1割ほど）にすぎませんが、この章は要となっ
ている重要な箇所です。その章では、ニューヨークでのオーディ
ションについて描いていて、20世紀後半のニューエイジ・ブームを
レコード会社が利用しようとしていることを背景にしています。つ
まり私が行う４月のふたつの紹介で伝えたいことは、量的にはささ
やかであっても、重要なものは重要だということであります。皆さ
んが研究対象を選ぶ際に役立つことでしょう。
　翌5月からは、ニューヨークについて毎週、ふたりずつプリゼン
テーションをします。発表者はハンドアウトを用意します。

◎－－－　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)

自らが取り組んだ対象について、問題を発見し、その解決に向けて
積極的に行動できる。(態度・志向性)

インターネットなどを駆使して情報を集め、その信頼性や必要性を
吟味しながら、論理的に分析できる。(技能)

知識や情報を活用する。自分の考えを構築し、かつわかりやすく発
信する。(技能)

他のゼミ生と協力しながら、行動できる協調性を有している。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：前回予告されたものについて、事前に各自で調べて、概要を
つかんでおくこと。
復習：授業で得た知見について、できれば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、プリゼンテーションなど、平常点　50%
期末レポート　50%
自分で調べ、考えたことが伝わるものを高く評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テキストは使用しない
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携
定期試験はありません

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.私からプリゼンテーション――
"Bartleby"
2.私のプリゼンテーション――
Reservation Blues
3-14.毎週二名ずつプリゼンテーション
15.まとめ



2019-1040000558-01アメリカ文化・文学演習ⅠＡ

大島　由起子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.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。　(A-2)

2.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。　(A-3)

3.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。　(B-2)

4.自らが取り組んだ対象について、問題を発見し、その解決に向けて積極的に
行動できる。　(C-3)

5.インターネットなどを駆使して情報を集め、その信頼性や必要性を吟味しな
がら、論理的に分析できる。　(B-3)

6.知識や情報を活用する。自分の考えを構築し、かつわかりやすく発信する。
　(B-4)

7.他のゼミ生と協力しながら、行動できる協調性を有している。　(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。



2019-1040000558-02アメリカ文化・文学演習ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

ニューヨークのブロードウェイの劇場街は、観光名所となって
いて、世界中から多くの人々が観劇に訪れる。その中で目玉と
なっているのが、アメリカが生んだ芸術の一つ、ミュージカル
である。この授業では、ブロードウェイ・ミュージカルの代表
的な作品の映像化作品を題材にして様々な角度から作品にアプ
ローチして行く。ミュージカルで歌われる歌は単に歌っている
のではなく、ストーリーの進行、登場人物の心理などを歌って
いるのであり、最も集中して聴かなければならない。さらに
ミュージカルの曲（歌）はダンスや音楽を伴うことで、言語が
持つ身体性が可視化（可聴化）されることを忘れてはならな
い。

1 作品のテーマ、歴史・文化的背景
2 代表曲の解説 （歌詞を細かく読んでいくことによって、日本
語字幕をぼんやりと読んでいるだけでは見逃してしまう新しい
発見があるかもしれません。）
3 問題点・課題＋ディスカッション

この授業で中心となるのは、教師ではなく学生一人一人であ
る。基本的に学生がプレゼンを行なう形式である。積極的に参
加し、自分の意見を述べることが求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　ミュージカルの歴史が英語でわかる。(知識・理解)

２　ミュージカル作品を英語で理解できる。(知識・理解)

３　ミュージカルで使用された曲の歌詞とストーリー展開の関
連性が英語でわかる。(技能)

４　ミュージカル作品の評価をインターネットで検索して調べ
ることができる。(技能)

５　ミュージカル作品を鑑賞したこと、その内容などを英語で
まとめることができる。
(技能)

６　クラスメイトでプレゼンの準備を協働で行い、発表するこ
とができる。(態度・志向性)

７　ミュージカルを題材にして、論理的思考力、問題発見能
力、問題解決能力、プレゼン能力が身につく。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：取り扱う作品について教科書の関連するページに目を通
しておく。（30分）
復習：ポイントをもう一度確認する。（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表30%（到達目標２、３、６）
授業への参加度30%（到達目標１、４）
期末レポート40％（到達目標５、７）
なお定期試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小山内伸『ミュージカル史』中央公論新社　
9784120048616

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書をあらかじめ読んで、さらに作品のテーマと評価に
ついて調べてくることを前提として授業を行うつもりで
す。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。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ミュージカルの歴史
2. 『ショーボート』1
3. 『ショーボート』2
4. 『マイフェアレディ』1
5. 『マイフェアレディ』2
6. 『マイフェアレディ』3
7. 『ウエストサイドストーリー』1
8. 『ウエストサイドストーリー』2
9. 『ウエストサイドストーリー』3
10. 『サウンドオブミュージック』1
11. 『サウンドオブミュージック』2
12. 『サウンドオブミュージック』3
13. 『屋根の上のヴァイオリン弾き』1
14. 『屋根の上のヴァイオリン弾き』2
15. 『屋根の上のヴァイオリン弾き』3



2019-1040000558-02アメリカ文化・文学演習ⅠＡ

光冨　省吾

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.１　ミュージカルの歴史が英語でわかる。　(A-2)

2.２　ミュージカル作品を英語で理解できる。　(A-3)

3.３　ミュージカルで使用された曲の歌詞とストーリー展開の関連性が英語で
わかる。　(B-4)

4.４　ミュージカル作品の評価をインターネットで検索して調べることができ
る。　(B-3)

5.５　ミュージカル作品を鑑賞したこと、その内容などを英語でまとめること
ができる。
　(B-2)

6.６　クラスメイトでプレゼンの準備を協働で行い、発表することができる。
　(C-4)

7.７　ミュージカルを題材にして、論理的思考力、問題発見能力、問題解決能
力、プレゼン能力が身につく。　(C-3)

◎　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。



2019-1040000559-01アメリカ文化・文学演習ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　演習IAに引き続き、各自のテーマでニューヨークについての
プリゼンテーションを行います。　
　アメリカ文学をはじめとする作品で、ニューヨークがどのよ
うに表わされているかを探ります。あるいは、ニューヨークの
何かを選んで、それについて
文学作品が実際の文化や政治と深く切り結ぶこともあります。
どのように係っているかを掘り下げていくと、いろいろなこと
が見えてくることでしょう。
　
　
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

言語としての英語にとどまらず、歴史、文化をも把握する。
(知識・理解)

アメリカの文化と文学について専門的知識を身につける。(知
識・理解)

作品や事象の内容を理解するにとどまらず、自分で解釈を試
み、それを表現する。(技能)

文化の差異、時代の差異を心得、しかし普遍性も認めること
で、主体的に係ろうという姿勢を持つ。(態度・志向性)

知識および情報を活用して、自分独自の考えを構築し、発信す
る。(技能)

他のゼミ生と協力しながら、行動する、強調性を有す。(態
度・志向性)

英語にかかわる分野の内容を理解・考察する。成果をまとめ
る。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：事前に予告されているトピックについて、各自で調べて
概要を把握しておく。
復習：授業で扱かった内容について、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、プリゼンテーションなど平常点　50%
期末レポート　50%
自分で調べ、考えたものを高く評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]テキストは使用しません。
[Author(s)]
[Publisher]
[ISBN]

◎－－－　参考書　－－－◎

グローバル・シティ　ISBN 4480098429
Humans in New York　ISBN 10-9781-250038821
Understanding Paul Auster　ISBN 10-1570038643

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携
定期試験はありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-14.　プリゼンテーション
15.　　まとめ



2019-1040000559-01アメリカ文化・文学演習ⅠＢ

大島　由起子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.言語としての英語にとどまらず、歴史、文化をも把握する。　(A-2)

2.アメリカの文化と文学について専門的知識を身につける。　(A-3)

3.作品や事象の内容を理解するにとどまらず、自分で解釈を試み、それを表現
する。　(B-3)

4.文化の差異、時代の差異を心得、しかし普遍性も認めることで、主体的に係
ろうという姿勢を持つ。　(C-3)

5.知識および情報を活用して、自分独自の考えを構築し、発信する。　(B-4)

6.他のゼミ生と協力しながら、行動する、強調性を有す。　(C-4)

7.英語にかかわる分野の内容を理解・考察する。成果をまとめる。　(B-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。



2019-1040000559-02アメリカ文化・文学演習ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

光冨　省吾

◎－－－　概要　－－－◎

ニューヨークのブロードウェイの劇場街は、観光名所となって
いて、世界中から多くの人々が観劇に訪れる。その中で目玉と
なっているのが、アメリカが生んだ芸術の一つ、ミュージカル
である。この授業では、ブロードウェイ・ミュージカルの代表
的な作品の映像化作品を題材にして様々な角度から作品にアプ
ローチして行く。ミュージカルで歌われる歌は単に歌っている
のではなく、ストーリーの進行、登場人物の心理などを歌って
いるのであり、最も集中して聴かなければならない。さらに
ミュージカルの曲（歌）はダンスや音楽を伴うことで、言語が
持つ身体性が可視化（可聴化）されることを忘れてはならな
い。

1 作品のテーマ、歴史・文化的背景
2 代表曲の解説 （歌詞を細かく読んでいくことによって、日本
語字幕をぼんやりと読んでいるだけでは見逃してしまう新しい
発見があるかもしれません。）
3 問題点・課題＋ディスカッション

この授業で中心となるのは、教師ではなく学生一人一人であ
る。基本的に学生がプレゼンを行なう形式である。積極的に参
加し、自分の意見を述べることが求められる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１　ミュージカルの歴史が英語でわかる。(知識・理解)

２　ミュージカル作品を英語で理解できる。  (知識・理解)

３　ミュージカルで使用された曲の歌詞とストーリー展開の関
連性が英語でわかる。(技能)

４　ミュージカルを題材にして、論理的思考力、問題発見能
力、問題解決能力、プレゼン能力が身につく。(態度・志向性)

５　ミュージカル作品の評価をインターネットで検索して調べ
ることができる。(技能)

６　ミュージカル作品を鑑賞したこと、その内容などを英語で
まとめることができる。(技能)

７　クラスメイトでプレゼンの準備を協働で行い、発表するこ
とができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：取り扱う作品について教科書の関連するページに目を通
しておく。（30分）
復習：ポイントをもう一度確認する。30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

発表30%（到達目標２、３、４）
授業への参加度30%（到達目標１、５）
期末レポート40％（到達目標６、７）
なお定期試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

小山内伸『ミュージカル史』中央公論新社　
9784120048616

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教科書をあらかじめ読んで、さらに作品のテーマと評価に
ついて調べてくることを前提として授業を行うつもりで
す。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。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 『ジーザスクライストスーパースター』1
2. 『ジーザスクライストスーパースター』2
3. 『ジーザスクライストスーパースター』3
4. 『コーラスライン』1
5. 『コーラスライン』2
6. 『コーラスライン』3
7. 『ヘア』1
8. 『ヘア』2
9. 『ヘア』3
10. 『シカゴ』1
11. 『シカゴ』2
12. 『シカゴ』3
13. 『スウィーニー・トッド』1
14. 『スウィーニー・トッド』2
15. 『スウィーニー・トッド』3
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光冨　省吾

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.１　ミュージカルの歴史が英語でわかる。　(A-2)

2.２　ミュージカル作品を英語で理解できる。  　(A-3)

3.３　ミュージカルで使用された曲の歌詞とストーリー展開の関連性が英語で
わかる。　(B-4)

4.４　ミュージカルを題材にして、論理的思考力、問題発見能力、問題解決能
力、プレゼン能力が身につく。　(C-3)

5.５　ミュージカル作品の評価をインターネットで検索して調べることができ
る。　(B-3)

6.６　ミュージカル作品を鑑賞したこと、その内容などを英語でまとめること
ができる。　(B-2)

7.７　クラスメイトでプレゼンの準備を協働で行い、発表することができる。
　(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。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミでは3年次から引き続き、アメリカのフィクションを通じて、家族や結
婚をめぐる諸問題について考えていきます。3年次では、ジェンダー、人種、親子
関係、兄弟関係など様々な観点から、フィクションに描かれる家族や結婚につい
て考察し、もっとも身近な社会の構成単位である家族や結婚について考えること
で、フィクションを通して実社会の様々な事象について知ることができることを
学びました。
　4年次のゼミでは、アメリカ文学を代表する長編小説のひとつであるThe Great
Gatsbyをテキストとして使用します。この小説の作者であるスコット・フィッツ
ジェラルドについては3年次のゼミでも少し取り上げましたし、彼と同時代の作家
アーネスト・ヘミングウェイの短編も読みましたので、比較的スムーズにこの小
説に取り組めると思いますが、まずはこの小説が舞台とする1920年代の時代的・
社会的背景について学んだうえで、小説を読んでいきましょう。約100年前のアメ
リカが内包していた様々な問題は、現代日本を生きる私たちにも決して無関係で
ないことに気づかされるでしょう。
　出版から90年以上を経ても、The Great Gatsbyはアメリカの高校や大学で必読書
となっており、世界各国で読み継がれ、愛されています。このコンパクトな小説
は、ゼミのテーマである結婚や家族はもちろん、実に多彩な角度から読むことが
可能です。皆さんがそれぞれこの素晴らしい小説の読み方を発見してもらえるこ
とを願っています。
　学期の最後には、複数の映画版がそれぞれThe Great Gatsbyをどのように描いて
いるのか、原作と映画版の関係についても考えていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①小説の読解を通して、英語力を伸ばすとともに、作品の文化的背景を理解す
る。(知識・理解)

②アメリカの歴史や社会に関する知識を強化する。(知識・理解)

③作品を丁寧に読み、毎回の授業で作品の内容に関する自身の意見や気づきを発
表できるようになる。(技能)

④作品や時代背景に関する情報や専門家の意見、図書、論文等を探し、作品理解
やレポートで自身の意見を補強するために使うことができる。(技能)

⑤フィクションを批判的観点から読み、作品についての自身の考えをレポートに
まとめることができるようになる。(技能)

⑥クラスでのディスカッションに加わり、貢献することができる。(態度・志向性)

⑦表面的な読みに甘んじず、作品をより良く理解しようという学習態度を維持す
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
授業計画に沿って翌週のテキストの範囲（追加の配布資料がある場合はそれも）
を丁寧に読み、ディスカッションに備えてくること（90分）

復習
翌週の予習に取り掛かる前に、前回の範囲を振り返り、重要なポイントなどを確
認しておくこと（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

最終成績は、以下の割合で評価します。

平常点30%
　-予習状況、クラス内のディスカッションに積極的に参加する姿勢
　到達目標①②③④⑥⑦

発表20％
　-学期中に順番に担当する発表
　到達目標①②④⑦

ファイナル・レポート50％
　到達目標①②④⑤

＊上記基準により、総合的に評価します。

＊定期試験期間中に試験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (Scribner UK, Paperback
edition)

 ISBN: 978-1471173936

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語学科の演習の履修に先立って、学科や担当教員から許
可を受ける必要があります。定められた手続きをとらずに
履修登録することは控えてください。履修登録の時点でど
の演習に入るか決まっていない人は、学科主任か履修を希
望する演習の担当教員に相談してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 1920年代のアメリカ文化 1
3. 1920年代のアメリカ文化 2
4. The Great Gatsby Chapter 1
5. The Great Gatsby Chapter 2
6. The Great Gatsby Chapter 3
7. The Great Gatsby Chapter 4
8. The Great Gatsby Chapter 5
9. The Great Gatsby Chapter 6
10.The Great Gatsby Chapter 7
11.The Great Gatsby Chapter 8
12.The Great Gatsby Chapter 9
13.映画版The Great Gatsby 1　
14.映画版The Great Gatsby 2
15.まとめ
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高橋　美知子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①小説の読解を通して、英語力を伸ばすとともに、作品の文化的背景を理解
する。　(A-2)

2.②アメリカの歴史や社会に関する知識を強化する。　(A-3)

3.③作品を丁寧に読み、毎回の授業で作品の内容に関する自身の意見や気づき
を発表できるようになる。　(B-2)

4.④作品や時代背景に関する情報や専門家の意見、図書、論文等を探し、作品
理解やレポートで自身の意見を補強するために使うことができる。　(B-3)

5.⑤フィクションを批判的観点から読み、作品についての自身の考えをレポー
トにまとめることができるようになる。　(B-4)

6.⑥クラスでのディスカッションに加わり、貢献することができる。　(C-4)

7.⑦表面的な読みに甘んじず、作品をより良く理解しようという学習態度を維
持することができる。　(C-3)

◎　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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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

テーマ：アメリカ演劇に描かれた労使関係
　
3年ゼミでは演劇台本の形式に慣れると同時にアメリカ演劇の多様性を理解す
るために1940年代から2000年代までに出版された複数の戯曲を講読しまし
た。4年ゼミでは受講生の読みの「精度」をさらに高めることを目標に半期毎
に1本ずつ戯曲を深く読み込んでいきます。今年度は「労使関係」を扱った新
旧戯曲（Arthur MillerのDeath of a Salesman (1949) とLynn Nottage のSweat
(2017)）を取り上げます。家庭や職場における世代間、または人種間の断絶を
描きながら労働契約の正と負の側面を追究する両作品は、大学卒業後、会社
や組織に雇用されることになる多くのゼミ生にとって格好の読み物となるで
しょう。また、両作品の登場人物たちになぜ「悲劇」が起こったのかを、時
代設定を十分に考慮して、分析することによって皆さんが（悲劇的）困難に
遭遇したときの対処の仕方も学ぶことができるでしょう。

最終的に皆さんには授業で扱った作品に関して独自のリサーチ・ペーパーを
日本語、または英語で書いてもらいます。リサーチ・ペーパーの書き方につ
いては授業中に指導します。また、皆さんの英語力の向上もこの授業の狙い
です。戯曲の「精読」と劇評や雑誌記事の「速読」を通して英語そのものの
読解力の向上を目指します。また、各作品を読み終えたら、皆さんに英語で
の口頭発表もしてもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①戯曲を構成する２つの要素、つまり、台詞とト書きの機能と役割を理解で
きるようになる。(知識・理解)

②アメリカ演劇の歴史的発展を理解できるようになる。(知識・理解)

③文学研究領域において一般的なリサーチ・ペーパーの書き方を習得する。
(技能)

④分析対象のテクスト（文学作品や批評論文）から自身の主張を証明するた
めの根拠を見つける方法を習得する。(技能)

⑤学術的なプレゼンテーションの能力を身につけ、自身の考えや調査結果を
口頭でわかりやすく説明できるようになる。(技能)

⑥文学作品や社会的事象を客観的に分析できる批評精神を培う。(態度・志向
性)

⑦グループ発表（またはペア発表）を経験することによって社会性や協調性
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＞90分
以下の手順で予習をして下さい。
①指定されたページを少なくとも1回は音読する。
②指定されたページを読み（分からない単語や表現も辞書で調べてくる）、
疑問点や意見をメモしておく。
③自分の意見をまとめたポジション・ペーパーを作成する。
※予習不足のため、授業中に教員からの質問に答えることができない場合、
減点の対象になります。

＜復習＞60分
以下の手順で復習して下さい。
①授業中で指摘された重要事項を思い出しながら、作品を再読し、理解を深
める。再読して新たな発見があれば、メモしておく。
②少なくとも1回は音読する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①から⑦について以下の方法で評価します。

・授業での積極性と予習の質（10％）
・口頭発表の質（10％、⑤⑦を基準として評価）
・復習テストの得点（30％、①②を基準として評価）
・レポート試験の得点（50％、③④⑥を基準として評価）

定期試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

こちらで資料を準備します。

◎－－－　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　
ガイダンス（授業の進め方、発表の仕方、ハンドアウトの
作り方などを説明します）

第2回～第6回
Death of a Salesman　第1幕を講読

第7回～第11回
Death of a Salesman　第2幕を講読

第12回
・Death of a Salesman　Requiemを講読
・劇評、または雑誌記事を使った英文速読演習

第13回
Death of a Salesman　についてのペア（またはグループ）発
表とディスカッション①

第14回
Death of a Salesman　についてのペア（またはグループ）発
表とディスカッション②

第15回
授業のまとめ+復習テスト
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坂井　隆

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①戯曲を構成する２つの要素、つまり、台詞とト書きの機能と役割を理解で
きるようになる。　(A-3)

2.②アメリカ演劇の歴史的発展を理解できるようになる。　(A-2)

3.③文学研究領域において一般的なリサーチ・ペーパーの書き方を習得する。
　(B-2)

4.④分析対象のテクスト（文学作品や批評論文）から自身の主張を証明するた
めの根拠を見つける方法を習得する。　(B-3)

5.⑤学術的なプレゼンテーションの能力を身につけ、自身の考えや調査結果を
口頭でわかりやすく説明できるようになる。　(B-4)

6.⑥文学作品や社会的事象を客観的に分析できる批評精神を培う。　(C-3)

7.⑦グループ発表（またはペア発表）を経験することによって社会性や協調性
を身につける。　(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。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

高橋　美知子

◎－－－　概要　－－－◎

　アメリカのフィクションに描かれる家族や結婚を通して、ジェンダー、人種、階
級、親子関係など様々な社会問題について考えてきた本ゼミの最後の学期であるこの
授業では、ジュンパ・ラヒリの小説、また彼女の作品をベースとした映画を通し、ア
メリカの多民族社会について学び、また作中で描かれる親子関係を切り口に、親子が
抱える普遍的な課題について考えていきます。
　インドにルーツを持つラヒリの短編は3年次のゼミでも取り上げましたが、彼女の
作品は様々なルーツを持つ人々が暮らすアメリカ社会で、移民やその子孫が置かれた
状況を日常生活を舞台に繊細な筆致で描き、私たち日本人には想像しづらい移民社会
の様相を伝えてくれます。しかし、彼女の作品は決して「インド系」や「移民」とい
うカテゴライゼーションに縛られるものではありません。作中に描かれる親子、夫
婦、友人、あるいは恋人といった多様な人間関係、登場人物たちが抱く夢や希望、そ
して葛藤は日本に生きる私たちにも身近に感じられるもので、それが彼女の作品が多
くの国々で愛されている要因のひとつでしょう。彼女の作品は、後期の作品になるほ
ど普遍性を増していくと言われています。3年次に読んだ "Mrs. Sen's" よりも後に書か
れ、より長い作品である "Unaccustomed Earth" 、そして長編の映画化作品である The
Namesakeを題材に、ラヒリの作品世界を味わい、アメリカ社会、そして私たち自身に
ついての理解を深めていきましょう。
　また、今期は各自がアメリカ文化や文学に関して一つの研究テーマを設定し、卒業
論文、卒業研究、あるいはゼミペーパーを書き上げていきます。それぞれのプロジェ
クトに主体的に取り組み、大学生活の総仕上げとなるにふさわしい学びを実現できる
よう、きめ細やかな個人サポートをしていきます。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①小説や映画の細部に注意を払いながら英語で読解／鑑賞することで、英語力を伸ば
すとともに、作品の文化的背景を理解する。(知識・理解)

②アメリカの歴史や社会に関する知識を強化する。(知識・理解)

③作品を丁寧に読み（鑑賞し）、毎回の授業で作品の内容に関する自身の意見や気づ
きを発表できるようになる。(技能)

④作品や時代背景に関する情報や専門家の意見、図書、論文等を探し、作品理解やレ
ポートで自身の意見を補強するために使うことができる。(技能)

⑤フィクションに批判的視点をもってアプローチし、作品についての自身の考えをプ
レゼンテーションやレポートにまとめることができるようになる。(技能)

⑥クラスでのディスカッションに加わり、貢献することができる。(態度・志向性)

⑦自らが関心を抱くテーマに沿って、学期を通して主体的に研究を行い、その成果を
論理的にまとめることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
授業計画に沿って翌週のテキストの範囲（追加の配布資料がある場合はそれも）を丁
寧に読み、ディスカッションに備えてくること（90分）

作品読解以外の回は、事前に課題を提示するので、それに沿った準備をしてくること
（90分）

復習
翌週の予習に取り掛かる前に、前回の範囲を振り返り、重要なポイントなどを確認し
ておくこと（30分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

最終成績は、以下の割合で評価します。

平常点20%
　-予習状況、クラス内のディスカッションに積極的に参加する姿勢
　到達目標①②③④⑥⑦

課題30％
　-学期中に提出する課題
　到達目標①②④⑦

発表20％
　-学期中に順番に担当する発表
　到達目標①②④⑤

ファイナル・プレゼンテーション30％
　到達目標①②④⑤⑦

＊課題、発表、レポートにより、上記到達目標の知識面および技能面を評価します。
＊定期試験期間中に試験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

初回授業で指示します

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語学科の演習の履修に先立って、学科や担当教員から許
可を受ける必要があります。定められた手続きをとらずに
履修登録することは控えてください。履修登録の時点でど
の演習に入るか決まっていない人は、学科主任か履修を希
望する演習の担当教員に相談してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 卒論・卒研・ゼミペーパー要旨作成
3. Jhumpa Lahiri, "Unaccustomed Earth" 1
4. Jhumpa Lahiri, "Unaccustomed Earth" 2
5. Jhumpa Lahiri, "Unaccustomed Earth" 3
6. ディスカッション
7. The Namesake (映画）1
8. The Namesake (映画）2
9. ディスカッション
10.卒論・卒研・ゼミペーパー相談日 1
11.卒論・卒研・ゼミペーパー相談日 2
12.プレゼンテーション 1
13.プレゼンテーション 2
14.プレゼンテーション 3
15.まとめ
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高橋　美知子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①小説や映画の細部に注意を払いながら英語で読解／鑑賞することで、英語
力を伸ばすとともに、作品の文化的背景を理解する。　(A-2)

2.②アメリカの歴史や社会に関する知識を強化する。　(A-3)

3.③作品を丁寧に読み（鑑賞し）、毎回の授業で作品の内容に関する自身の意
見や気づきを発表できるようになる。　(B-2)

4.④作品や時代背景に関する情報や専門家の意見、図書、論文等を探し、作品
理解やレポートで自身の意見を補強するために使うことができる。　(B-3)

5.⑤フィクションに批判的視点をもってアプローチし、作品についての自身の
考えをプレゼンテーションやレポートにまとめることができるようになる。　
(B-4)

6.⑥クラスでのディスカッションに加わり、貢献することができる。　(C-4)

7.⑦自らが関心を抱くテーマに沿って、学期を通して主体的に研究を行い、そ
の成果を論理的にまとめることができる。　(C-3)

◎　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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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

テーマ：アメリカ演劇に描かれた労使関係
　
3年ゼミでは演劇台本の形式に慣れると同時にアメリカ演劇の多様性を理解す
るために1940年代から2000年代までに出版された複数の戯曲を講読しまし
た。4年ゼミでは受講生の読みの「精度」をさらに高めることを目標に半期毎
に1本ずつ戯曲を深く読み込んでいきます。今年度は「労使関係」を扱った新
旧戯曲（Arthur MillerのDeath of a Salesman (1949) とLynn Nottage のSweat
(2017)）を取り上げます。家庭や職場における世代間、または人種間の断絶を
描きながら労働契約の正と負の側面を追究する両作品は、大学卒業後、会社
や組織に雇用されることになる多くのゼミ生にとって格好の読み物となるで
しょう。また、両作品の登場人物たちになぜ「悲劇」が起こったのかを、時
代設定を十分に考慮して、分析することによって皆さんが（悲劇的）困難に
遭遇したときの対処の仕方も学ぶことができるでしょう。

最終的に皆さんには授業で扱った作品に関して独自のリサーチ・ペーパーを
日本語、または英語で書いてもらいます。リサーチ・ペーパーの書き方につ
いては授業中に指導します。また、皆さんの英語力の向上もこの授業の狙い
です。戯曲の「精読」と劇評や雑誌記事の「速読」を通して英語そのものの
読解力の向上を目指します。また、各作品を読み終えたら、皆さんに英語で
の口頭発表もしてもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①戯曲を構成する２つの要素、つまり、台詞とト書きの機能と役割を理解で
きるようになる。(知識・理解)

②アメリカ演劇の歴史的発展を理解できるようになる。(知識・理解)

③文学研究領域において一般的なリサーチ・ペーパーの書き方を習得する。
(技能)

④分析対象のテクスト（文学作品や批評論文）から自身の主張を証明するた
めの根拠を見つける方法を習得する。(技能)

⑤学術的なプレゼンテーションの能力を身につけ、自身の考えや調査結果を
口頭でわかりやすく説明できるようになる。(技能)

⑥文学作品や社会的事象を客観的に分析できる批評精神を培う。(態度・志向
性)

⑦グループ発表（またはペア発表）を経験することによって社会性や協調性
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＞90分
以下の手順で予習をして下さい。
①指定されたページを少なくとも1回は音読する。
②指定されたページを読み（分からない単語や表現も辞書で調べてくる）、
疑問点や意見をメモしておく。
③自分の意見をまとめたポジション・ペーパーを作成する。
※予習不足のため、授業中に教員からの質問に答えることができない場合、
減点の対象になります。

＜復習＞60分
以下の手順で復習して下さい。
①授業中で指摘された重要事項を思い出しながら、作品を再読し、理解を深
める。再読して新たな発見があれば、メモしておく。
②少なくとも1回は音読する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①から⑦について以下の方法で評価します。

・授業での積極性と予習の質（10％）
・口頭発表の質（10％、⑤⑦を基準として評価）
・復習テストの得点（30％、①②を基準として評価）
・レポート試験の得点（50％、③④⑥を基準として評価）

定期試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Sweat
[Author(s)] Lynn　Nottage
[Publisher]Theatre　Communication Group
[ISBN]978-1-55936-532-1
[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　
ガイダンス（授業の進め方、発表の仕方、ハンドアウトの
作り方などを説明します）

第2回～第6回
Sweat 第1幕を講読

第7回～第11回
Sweat 第2幕を講読

第12回
劇評、または雑誌記事を使った英文速読演習

第13回
Sweatについてのペア（またはグループ）発表とディス
カッション①

第14回
Sweatについてのペア（またはグループ）発表とディス
カッション②

第15回
授業のまとめ+復習テスト



2019-1040000561-02アメリカ文化・文学演習ⅡＢ

坂井　隆

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①戯曲を構成する２つの要素、つまり、台詞とト書きの機能と役割を理解で
きるようになる。　(A-3)

2.②アメリカ演劇の歴史的発展を理解できるようになる。　(A-2)

3.③文学研究領域において一般的なリサーチ・ペーパーの書き方を習得する。
　(B-2)

4.④分析対象のテクスト（文学作品や批評論文）から自身の主張を証明するた
めの根拠を見つける方法を習得する。　(B-3)

5.⑤学術的なプレゼンテーションの能力を身につけ、自身の考えや調査結果を
口頭でわかりやすく説明できるようになる。　(B-4)

6.⑥文学作品や社会的事象を客観的に分析できる批評精神を培う。　(C-3)

7.⑦グループ発表（またはペア発表）を経験することによって社会性や協調性
を身につける。　(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。



2019-1040000534-01イギリスの文化と文学ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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・３時限　　試験時間割：2019/07/30　３時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

イギリス18世紀の小説を講読し、英語の読解力を向上させる。
また作品の背景となる時代の出来事について学び、作品の内容
との関連性を検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①イギリスの文学（小説）において使用されている様々な英語
表現を学ぶことができる。(知識・理解)

②文学作品の背景となる、イギリス文化の時代的特質について
理解できるようになる。(知識・理解)

③英語のテキストを精読し、その意味と表現内容について的確
に説明できる。(技能)

④同時代の英語で書かれた代表的小説を知り、その特徴につい
て学ぶ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：必ず毎回の講読範囲について予習し、物語の筋の展開を
把握しておくこと（60分）。
復習：毎回の講読範囲について、物語の展開と、英語の特徴に
ついてのチェックポイントを復習すること（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成
績評価します。学習状況40％（到達目標①③）、定期試験60％
（到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Robinson Crusoe
[Author(s)]Daniel Defoe
[Publisher]Oxford Univ. Press
[ISBN]9780192833426
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

授業時に適時指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テクストの講読について、十分な予習をおこなうこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画
第１回：導入：１８世紀イギリス小説の勃興（以下、各回
の講読範囲と検討するトピックを示す。）
第２回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part 1）：小
説と著作性
第３回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part ２）：１
８世紀英語の特徴　「話法」
第４回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part ３）：１
８世紀英語の特徴　「関係詞」
第５回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part
４）：「小説」の構成と物語性
第６回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part ５）：１
８世紀イギリスの政治と文学
第７回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part ６）：１
８世紀イギリスの政治と「コーヒーハウス」
第８回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part ７）：１
８世紀における「階級」
第９回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part ８）：１
８世紀イギリスの出版　「著作権法」
第１０回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part ９）：
１８世紀イギリスの出版　「書籍商」
第１１回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part １
０）：小説と「貸本屋」の流行
第１２回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part １
１）：１８世紀の小説（リチャードソン）
第１３回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part １
２）：１８世紀の小説（スターン）
第１４回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part １
３）：「ゴシック小説」の流行
第１５回：『ロビンソン・クルーソー』講読（Part １
４）：まとめ



2019-1040000534-01イギリスの文化と文学ⅠＡ

井石　哲也

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-2

1.①イギリスの文学（小説）において使用されている様々な英語表現を学ぶこ
とができる。　(A-2)

2.②文学作品の背景となる、イギリス文化の時代的特質について理解できるよ
うになる。　(A-3)

3.③英語のテキストを精読し、その意味と表現内容について的確に説明でき
る。　(B-2)

4.④同時代の英語で書かれた代表的小説を知り、その特徴について学ぶ。　
(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。



2019-1040000535-01イギリスの文化と文学ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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・３時限　　試験時間割：2020/01/24　３時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

イギリス１９世紀の小説を講読し、英語の読解力を向上させ
る。また作品の背景となる時代の出来事について学び、作品の
内容との関連性を検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①イギリスの文学（小説）において使用されている様々な英語
表現を学ぶことができる(知識・理解)

②文学作品の背景となる、イギリス文化の時代的特質について
理解できるようになる。(知識・理解)

③英語のテキストを精読し、その意味と表現内容について的確
に説明できる。文学作品の背景となる、(技能)

④同時代の英語で書かれた代表的小説を知り、その特徴につい
て学ぶ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：必ず毎回の講読範囲について予習し、物語の筋の展開を
把握しておくこと（60分）。
復習：毎回の講読範囲について、物語の展開と、英語の特徴に
ついてのチェックポイントを復習すること（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成
績評価します。学習状況40％（到達目標①③）、定期試験60％
（到達目標①②③④）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Pride and Prejudice
[Author(s)]Jane Austen
[Publisher]Oxford Univ. Press
[ISBN]9780199535569
[Comments]

◎－－－　参考書　－－－◎

授業時に適時指示する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テクストの講読について、十分な予習をおこなうこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：導入：１９世紀イギリス小説と女性（以下、各回
の講読範囲と、検討するトピックを示す。）
第２回：『プライドと偏見』講読（Chapter１～４）：１９
世紀イギリス小説の英語表現
第３回：『プライドと偏見』講読（Chapter５～８）：１９
世紀イギリスにおける「婚活」
第４回：『プライドと偏見』講読（Chapter９～１３）：小
説のテーマと女性
第５回：『プライドと偏見』講読（Chapter１４～１
７）：「貸本屋」と「小説」の流行
第６回：『プライドと偏見』講読（Chapter１８～２２）：
女性作家の流行：ジェイン・オースティン
第７回：『プライドと偏見』講読（Chapter２３～２６）：
女性作家の作品：ブロンテ姉妹
第８回：『プライドと偏見』講読（Chapter２７～３１）：
女性作家の作品：ギャスケル
第９回：『プライドと偏見』講読（Chapter３２～３
６）：「恋愛小説」と「社会小説」
第１０回：『プライドと偏見』講読（Chapter３７～４
１）：１９世紀イギリスの出版界
第１１回：『プライドと偏見』講読（Chapter４２～４
６）：１９世紀イギリスと「婚姻法」
第１２回：『プライドと偏見』講読（Chapter４７～５
１）：１９世紀イギリス小説と経済論
第１３回：『プライドと偏見』講読（Chapter５２～５
６）：オースティンと人口論
第１４回：『プライドと偏見』講読（Chapter５７～６
０）：結婚と家父長制
第１５回：『プライドと偏見』講読（Chapter６１）：まと
め



2019-1040000535-01イギリスの文化と文学ⅠＢ

井石　哲也

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-2

1.①イギリスの文学（小説）において使用されている様々な英語表現を学ぶこ
とができる　(A-2)

2.②文学作品の背景となる、イギリス文化の時代的特質について理解できるよ
うになる。　(A-3)

3.③英語のテキストを精読し、その意味と表現内容について的確に説明でき
る。文学作品の背景となる、　(B-2)

4.④同時代の英語で書かれた代表的小説を知り、その特徴について学ぶ。　
(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。



2019-1040000538-01イギリスの文化と文学ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/07/31　４時限　　

渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

著名な「探偵」を一人挙げよ、と問われれば、おそらく多くの
人が、シャーロック・ホームズ、あるいは、エルキュール・ポ
ワロやミス・マープルの名前を挙げるでしょう。最近であれ
ば、人気ドラマ『相棒』の主人公杉下右京の名を挙げる人もい
るかも知れません。これらの探偵に共通するのは、彼らが皆、
イギリスと関係がある、という点です。前の3名はそれぞれイ
ギリスの著名な作家によって生み出された探偵ですし、杉下右
京は、たびたびイギリスの匂いを感じさせる描写がなされてい
ます。この事実がいみじくも示しているように、イギリスと探
偵小説は、切っても切れない関係にあると言えます。そして、
彼ら探偵の登場する作品の多くは、イギリスの文化や風習に深
く根ざしています。本授業では、そんなイギリス古典ミステ
リーを解読することで、イギリスの文化と文学についての理解
を深めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英国ミステリーの重要な特徴やその文化的歴史的背景を説明
することができる。(知識・理解)

②英国ミステリーに関連する重要な英文の意味を説明すること
ができる。(知識・理解)

③英国ミステリーに関する必要な情報を整理し、それに関する
自身の考えを文章にまとめることができる。(技能)

④日本のミステリーに接する際に、英国ミステリーとの類似点
と相違点を意識し、その理由や意味について日常的に考えるよ
うになる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・各回ごとに扱う作家・作品について調べ、可能な限り原書や
翻訳を読んでおく（150分）
・各回ごとに扱った内容をプリントに基づいて再確認し、学ん
だ知識を定着させる（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について、以下の方法で評価する。

毎回の積極的な学習姿勢（ワークシート）35％（①，②）
ミニレポート15％（③，④）
定期試験50％（①、②、③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

自作のプリントを適宜配布します

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中適宜、当該テーマに関わる有用な本を担当者が紹介
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業では講義内容をしっかり把握し、最終的に
ワークシートを提出することが求められます。従って欠席
するとその作業ができず、必然的にその部分の評価が下が
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、ワークシートの成績
が非常に低くなり、単位の取得が極めて厳しくなるので注
意してください。
・授業計画はあくまで目安であり、受講者の状況に応じて
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
2．ミステリーとは何か？
3．探偵と探偵小説
4．ディケンズのミステリー（1）
5．ディケンズのミステリー（2）
6．コリンズのミステリー（1）
7．コリンズのミステリー（2）
8．ドイルのミステリー（1）
9．ドイルのミステリー（2）
10．映像化されたミステリー
11．チェスタトンのミステリー（1）
12．チェスタトンのミステリー（2）
13．クリスティーのミステリー（1）
14．クリスティーのミステリー（2）
15．まとめ



2019-1040000538-01イギリスの文化と文学ⅡＡ

渡部　智也

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-2

1.①英国ミステリーの重要な特徴やその文化的歴史的背景を説明することがで
きる。　(A-2)

2.②英国ミステリーに関連する重要な英文の意味を説明することができる。　
(A-3)

3.③英国ミステリーに関する必要な情報を整理し、それに関する自身の考えを
文章にまとめることができる。　(B-2)

4.④日本のミステリーに接する際に、英国ミステリーとの類似点と相違点を意
識し、その理由や意味について日常的に考えるようになる。　(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。



2019-1040000539-01イギリスの文化と文学ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/25　４時限　　

渡部　智也

◎－－－　概要　－－－◎

　「シャーロック・ホームズは世界で最も有名な探偵であ
る。」
こう断言したとしても、異論を差し挟む人は少ないでしょう。
2010年に、原作小説を下敷きにBBCが放送を開始したTVドラ
マ『シャーロック』が、イギリスのみならず日本も含めた世界
的なヒットを納めたことは記憶に新しいところです。この例に
限らず、19世紀末にコナン・ドイルによって生み出されたこの
探偵は今なお非常に根強い人気を誇っています。広く知られて
いることですが、他の作品を書きたかった作者ドイルは、小説
の中で一度ホームズを殺しました。ところが世間から非常に激
しいバッシングを浴び、やむなくホームズを復活させることと
なったのです。このエピソードの存在は、ホームズの現在につ
ながる強い人気を象徴的に示すものと言えますが、そもそもな
ぜこれほどまでに、シャーロック・ホームズという（架空の）
探偵はイギリスの人々の心をつかんだのでしょうか？本講義で
は、シャーロック・ホームズシリーズの作品とその背景文化の
考察を通して、イギリスの文化・文学のさらなる理解を目指し
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①シャーロック・ホームズ作品の文化的、社会的、歴史的背景
について説明できる。(知識・理解)

②ホームズ作品及びそれに関連する重要な英文の意味を説明す
ることができる。(知識・理解)

③ホームズ作品に関連する情報を収集し、それを元に自身の考
えをまとめることができる。(技能)

④日本のミステリーに接する際に、ホームズ作品との類似点と
相違点を意識し、その理由や意味について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)　－－－◎

・授業で扱う作品を事前に原文、あるいは翻訳で読み、内容を
理解しておく。（150分）
・プリントを見直すとともに、必要に応じて原作を確認して知
識を定着させる（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①～④の到達目標について、以下の方法で評価する。

毎回の積極的な学習姿勢（ワークシート）　35％（①、②）
ミニレポート　15％（③、④）
定期試験　50％（①、②、③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

自作のプリントを使用します。

◎－－－　参考書　－－－◎

授業中適宜、当該テーマに関わる有用な本を担当者が紹介
します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・毎回の授業では講義内容をしっかり把握し、最終的に
ワークシートを提出することが求められます。従って欠席
するとその作業ができず、必然的にその部分の評価が下が
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、ワークシートの成績
が非常に低くなり、単位の取得が極めて厳しくなるので注
意してください。
・授業計画はあくまで目安であり、受講者の状況に応じて
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
2．コナン・ドイルとシャーロック・ホームズ
3．「緋色の研究」と「ピンクの研究」（1）
4．「緋色の研究」と「ピンクの研究」（2）
5．「緋色の研究」と「ピンクの研究」（3）
6．「ボヘミアの醜聞」と「盗まれた手紙」
7．「唇のねじれた男」と〈19世紀のホームレス〉
8．「まだらの紐」と〈インドの蛇〉
9．「高名な依頼人」と〈トルコ風呂〉
10．ジェレミー・ブレットと〈理想的なホームズ〉
11．「海軍条約文書事件」と〈カレー〉
12．「踊る人形」と〈暗号〉
13．「花婿失踪事件」と「孤独な自転車乗り」、そして
〈ヴィクトリア朝のタブー〉
14．「青いガーネット」と〈イギリスのクリスマス〉
15．まとめ



2019-1040000539-01イギリスの文化と文学ⅡＢ

渡部　智也

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-2

1.①シャーロック・ホームズ作品の文化的、社会的、歴史的背景について説明
できる。　(A-2)

2.②ホームズ作品及びそれに関連する重要な英文の意味を説明することができ
る。　(A-3)

3.③ホームズ作品に関連する情報を収集し、それを元に自身の考えをまとめる
ことができる。　(B-2)

4.④日本のミステリーに接する際に、ホームズ作品との類似点と相違点を意識
し、その理由や意味について日常的に考えるようになる。　(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。



2019-1040000528-01イギリス文化各論Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/24　６時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

授業計画に沿って、各回のトピックについて論じた英文エッセ
イを読み、その文化的特質を理解する。トピックの歴史的背景
等にも興味を向けて、時代のキーワードを通して、文化的特徴
について、さらに理解を深める。学生相互、担当者との質疑、
ディスカッションも活発におこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①イギリスの多様な文化について学ぶことができる。(知識・
理解)

②イギリス文化について、その時代的背景を理解できるように
なる。(知識・理解)

③テキストに使われている英語表現（会話および説明文）を実
際に話し、発音と意味を確認し、さらに英作文に応用してみ
る。(技能)

④イギリス英語の表現に着目し、会話力の向上に役立てる。
(態度・志向性)

⑤文化の差異が外国人同士のコミュニケーションに与える影響
について考える。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：必ず毎回の講読範囲について予習し、要点をまとめてお
くこと（６０分）。
復習：毎回の講読範囲について、チェックポイントを復習する
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成
績評価します。学習状況40％（到達目標①②③④⑤）、定期試
験60％（到達目標②③）

◎－－－　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　－－－◎

テキスト講読については、十分に予習をおこなうこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：比較文化的視点から見るイギリス文化：郵便制度
（以下、各回のトピックを示す。）
第２回：イギリスの音楽（ビートルズと若者文化）
第３回：「ゆりかごから墓場まで」：イギリスの医療制度
と福祉
第４回：イギリス文学：演劇、詩、そして小説の勃興
第５回：イギリス王室の今昔
第６回：イギリスのイギリスお通貨とユーロ
第７回：イギリスの交通網：バス、タクシー、地下鉄、鉄
道
第８回：イギリスの議会政治
第９回：イギリスの住宅事情：古い家を好むイギリス人気
質
第１０回：イギリスの食べ物：伝統料理とパブ
第１１回：イギリスと活字文化：本、雑誌、新聞
第１２回：イギリスの学校制度：パブリック・スクールの
伝統
第１３回：「付加価値税」と「消費税」：イギリスと日本
の税制について
第１４回：イギリスの独立問題①：EU離脱
第１５回：イギリスの独立問題②：スコットランドの独立



2019-1040000528-01イギリス文化各論Ａ

井石　哲也

◎英語:A-2,B-1,C-1,C-2

1.①イギリスの多様な文化について学ぶことができる。　(A-2)

2.②イギリス文化について、その時代的背景を理解できるようになる。　(A-2)

3.③テキストに使われている英語表現（会話および説明文）を実際に話し、発
音と意味を確認し、さらに英作文に応用してみる。　(B-1)

4.④イギリス英語の表現に着目し、会話力の向上に役立てる。　(C-1)

5.⑤文化の差異が外国人同士のコミュニケーションに与える影響について考え
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。



2019-1040000529-01イギリス文化各論Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：2020/01/16　６時限　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

授業計画に沿って、各回のトピックについて論じた英文エッセ
イを読み、その文化的特質を理解する。トピックの歴史的背景
等にも興味を向けて、時代のキーワードを通して、文化的特徴
について、さらに理解を深める。学生相互、担当者との質疑、
ディスカッションも活発におこなう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①イギリスの多様な文化について学ぶことができる。(知識・
理解)

②イギリス文化について、その時代的背景を理解できるように
なる。(知識・理解)

③テキストに使われている英語表現（会話および説明文）を実
際に話し、発音を聞き、意味を確認し、さらに英作文に応用し
てみる。(技能)

④イギリス英語の表現に着目し、会話力の向上に役立てる。
(態度・志向性)

⑤文化の差異が外国人同士のコミュニケーションに与える影響
について考える。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：必ず毎回の講読範囲について予習し、要点をまとめてお
くこと（60分）。
復習：毎回の講読範囲について、チェックポイントを復習する
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成
績評価します。学習状況40％（到達目標①②③④⑤）、定期試
験60％（到達目標②③）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Insight into Britain
[Author(s)]Anthony Allan, 井石哲也 他
[Publisher]金星堂
[ISBN]9784764739024
[Comments]テキスト価格1,800円（税抜）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキスト講読については、十分に予習をおこなうこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：イギリス発祥のスポーツ（以下、各回のトピック
を示す。）
第２回：イギリス文学と出版文化　「著作権法」の歴史と
再販制度
第３回：イギリス文学と出版文化　インターネット文化と
「ケータイ小説」
第４回：現代イギリスの「食文化」の変容
第５回：アンティークの国イギリス
第６回：イギリスの美術館・博物館
第７回：イギリスにおける「禁煙」問題
第８回：スコットランドの文化
第９回：ウェールズの文化
第１０回：イギリスの建築（歴史と様式）
第１１回：イギリス庭園論
第１２回：イギリスの迷信と日常生活
第１３回：自転車の流行とイギリス
第１４回：アイルランドの文化
第１５回：イギリスの人口問題とEU離脱



2019-1040000529-01イギリス文化各論Ｂ

井石　哲也

◎英語:A-2,B-1,C-1,C-2

1.①イギリスの多様な文化について学ぶことができる。　(A-2)

2.②イギリス文化について、その時代的背景を理解できるようになる。　(A-2)

3.③テキストに使われている英語表現（会話および説明文）を実際に話し、発
音を聞き、意味を確認し、さらに英作文に応用してみる。　(B-1)

4.④イギリス英語の表現に着目し、会話力の向上に役立てる。　(C-1)

5.⑤文化の差異が外国人同士のコミュニケーションに与える影響について考え
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。



2019-1040000554-01イギリス文化・文学演習ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミは、現代イギリス小説の諸相を読み解き、映画との
メディア・ミックスを理解するために、イギリス人小説家カズ
オ・イシグロ（Kazuo Ishiguro）の作品研究を行うものである。
　扱うテキストは『わたしを離さないで』（Never Let Me Go,
2005）の原作と、マーク・ロマネク監督による映画版であり、
キーワードは記憶、ノスタルジア（郷愁）、生命倫理、ヘリ
テージ映画、イングリッシュネス、労働、アフェクト（情動）
となる予定である。
　週ごとに発表者を決め、担当範囲に関するプレゼンテーショ
ンを5̃10分で行ってもらう。学期末には成果をレポートにまと
めて提出してもらう。最終的に、現代イギリス文学に関する学
術的問いを立て、解決する力を身に付けてもらうことを目標と
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①文学作品において使用される英語およびその背景的知識に関
する、広範な知識を有している。(知識・理解)

②英文学に関する専門的知識を有している。(知識・理解)

③英文学の作品を考察し、内容をまとめることができる。(技
能)

④ICT機器を用い、リサーチを行うことができる。(技能)

⑤学術活動を通じて獲得した知識や考えなどを発表し、伝える
ことができる。(技能)

⑥自ら学術的問いを立て、解決することができる。(態度・志
向性)

⑦他者と協働しながら様々な課題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)　－－－◎

週ごとの授業内容の範囲を予習・復習し、授業に積極的に参加
できる準備をしてくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～⑦を以下の方法で評価する。

平常点：30%（①②⑥⑦を基準に評価）
発表：10%（③④⑤を基準に評価）
レポート：60%（①～⑦を総合的に評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go (Faber)

◎－－－　参考書　－－－◎

わたしを離さないで　ISBN 978-4-15-120051-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業までにテキストと映画の内容を把握しておくこ
と。
毎回授業で電子辞書などを持参すること。
定期試験はありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション
2. Chapter 1
3. Chapter 2&3
4.Chapter 4&5
5. Chapter 6&7
6. Chapter 8&9
7. Chapter 10&11
8. Chapter 12&13
9. Chapter 14&15
10. Chapter 16&17
11. Chapter 18&19
12. Chapter 20&21
13. Chapter 22&23
14. ディスカッション
15. レポート＆まとめ



2019-1040000554-01イギリス文化・文学演習ⅠＡ

岩崎　雅之

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①文学作品において使用される英語およびその背景的知識に関する、広範な
知識を有している。　(A-2)

2.②英文学に関する専門的知識を有している。　(A-3)

3.③英文学の作品を考察し、内容をまとめることができる。　(B-2)

4.④ICT機器を用い、リサーチを行うことができる。　(B-3)

5.⑤学術活動を通じて獲得した知識や考えなどを発表し、伝えることができ
る。　(B-4)

6.⑥自ら学術的問いを立て、解決することができる。　(C-3)

7.⑦他者と協働しながら様々な課題に取り組むことができる。　(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。



2019-1040000554-02イギリス文化・文学演習ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、イギリスの映画やドラマを観る中で、皆さんが
感じた疑問やもっと知りたいと思った事柄について、書籍やイ
ンターネットを活用して調べ、考察することによってその謎を
解いていきます。調べた内容については、日本語と英語の両方
で行うプレゼンテーションで発表し、聞き手に伝わるプレゼン
テーションの技術も身に付けていきます。扱う予定の作品は、
Billy Elliot（邦題：リトル・ダンサー）,Downton Abbey、
King’s Speech（英国王のスピーチ）等で、作品を通じて特に
20世紀のイギリスについての理解を深めます。
　学期末には、プレゼンテーションの内容に基づいてレポート
を作成します。

◎－－－　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）に関して知識を有している。(知識・
理解)

②イギリスの文化をより深く理解するうえで必要な学術的知識
を有している。(知識・理解)

③イギリスの文化の特質をその背景とともに理解・考察し、そ
の成果をプレゼンテーションにまとめることができる。(技能)

④書籍やインターネットを中心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。(技能)

⑤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、それをプレゼンテーションやレポートにわかりやすく表現
し、他者に伝えることができる。(技能)

⑥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。(態度・志向性)

⑦グループワークやディスカッションにおいて他者と協力しな
がら行動できる社会性と協調性を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業では、映画の一部しか視聴することはできませんので、図
書館などで指定の箇所を視聴して、自分がプレゼンテーション
で取り扱うテーマを決めること、テーマについて調べること、
プレゼンテーションの準備をすることなどが予習として求めら
れます。また、復習では、自分や他の受講生の発表を通じて得
た新しい知識や、より効果的なプレゼンの方法などを振り返
り、ノートにまとめてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～⑦について以下の方法で評価する。

平常点（授業中の発言などをもとに①②③⑤⑥を基準に評
価）：３０％
プレゼンテーション（２回のプレゼンテーションをもとに①～
⑦を基準に評価。プレゼンテーション後には、よい点と改善で
きる点を中心にフィードバックを行う。）：４０％
期末レポート（③④⑤⑥を基準に評価）：３０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜、プリントを配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書は必ず持ってきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Introduction, Downton Abbey
Week 2: Billy Elliot
Week 3: King's Speech
Week 4: プレゼンテーションの基本
Week 5: プレゼンテーション1-1
Week 6: プレゼンテーション1-2
Week 7: プレゼンテーション1-3
Week 8: プレゼンテーション1-4
Week 9: プレゼンテーション1-5＋効果的なプレゼンテー
ションとレポートについて
Week 10: プレゼンテーション2-1
Week 11: プレゼンテーション2-2
Week 12: プレゼンテーション2-3
Week 13: プレゼンテーション2-4
Week 14: プレゼンテーション2-5とレポート提出
Week 15:総まとめとレポート返却・講評



2019-1040000554-02イギリス文化・文学演習ⅠＡ

園田　暁子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

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）に関して知識を有している。　(A-2)

2.②イギリスの文化をより深く理解するうえで必要な学術的知識を有してい
る。　(A-3)

3.③イギリスの文化の特質をその背景とともに理解・考察し、その成果をプレ
ゼンテーションにまとめることができる。　(B-2)

4.④書籍やインターネットを中心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-3)

5.⑤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、それをプ
レゼンテーションやレポートにわかりやすく表現し、他者に伝えることができ
る。　(B-4)

6.⑥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-3)

7.⑦グループワークやディスカッションにおいて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-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。



2019-1040000555-01イギリス文化・文学演習ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

　このゼミは、現代イギリス小説において、日本もしくは日本
的なものがどのように表象されているかを考察するために、イ
ギリス人小説家カズオ・イシグロ（Kazuo Ishiguro）の作品研究
を行うものである。
　扱うテキストは『遠い山なみの光』（A Pale View of Hills,
1982）と、短編小説の「夕餉」（"A Family Supper," 1982)であ
る。イシグロは邦画（小津安二郎、成瀬巳喜男）にも多大な影
響を受けているので、その関係も考察の対象とする。
　週ごとに発表者を決め、担当範囲に関するプレゼンテーショ
ンを5̃10分で行ってもらう。学期末には成果をレポートにまと
めて提出してもらう。最終的に、現代イギリス文学に関する学
術的問いを立て、解決する力を身に付けてもらうことを目標と
する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①文学作品において使用される英語およびその背景的知識に関
する、広範な知識を有している。(知識・理解)

②英文学に関する専門的知識を有している。(知識・理解)

③英文学の作品を考察し、内容をまとめることができる。(技
能)

④ICT機器を用い、リサーチを行うことができる。(技能)

⑤学術活動において手にした考えなどを発表し、伝えることが
できる。(技能)

⑥自ら学術的問いを立て、解決することができる。(態度・志
向性)

⑦他者と協働しながら様々な課題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)　－－－◎

週ごとの授業内容の範囲を予習・復習し、授業に積極的に参加
できる準備をしてくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～⑦を以下の方法で評価する。

平常点：30%（①②⑥⑦を基準に評価）
発表：10%（③④⑤を基準に評価）
レポート：60%（①～⑦を総合的に評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

A Pale View of Hills (Faber, 2005)

◎－－－　参考書　－－－◎

遠い山なみの光　ISBN 978-4151200106
集英社ギャラリー　世界の文学5 イギリスIV　ISBN
978-4081290055

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

初回の授業までにテキストと映画の内容を把握しておくこ
と。
毎回授業で電子辞書などを持参すること。
定期試験はありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション
2. "A Family Supper" (1)
3. "A Family Supper" (2)
4 A Pale View of Hills, Chapter 1
5.A Pale View of Hills, Chapter 2
6. A Pale View of Hills, Chapter 3
7. A Pale View of Hills, Chapter 4
8. A Pale View of Hills, Chapter 5
9. A Pale View of Hills, Chapter 6
10. A Pale View of Hills, Chapter 7
11. A Pale View of Hills, Chapter 8
12. A Pale View of Hills, Chapter 9
13. A Pale View of Hills, Chapter 10
14.A Pale View of Hills, Chapter 11
15. レポート＆まとめ
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岩崎　雅之

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①文学作品において使用される英語およびその背景的知識に関する、広範な
知識を有している。　(A-2)

2.②英文学に関する専門的知識を有している。　(A-3)

3.③英文学の作品を考察し、内容をまとめることができる。　(B-2)

4.④ICT機器を用い、リサーチを行うことができる。　(B-3)

5.⑤学術活動において手にした考えなどを発表し、伝えることができる。　
(B-4)

6.⑥自ら学術的問いを立て、解決することができる。　(C-3)

7.⑦他者と協働しながら様々な課題に取り組むことができる。　(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。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

園田　暁子

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、イギリスの映画やドラマを観る中で、皆さんが感
じた疑問について調べたり、考えたりして、その謎を解いていき
ますが、今学期は、第1回から第11回の授業で、George Bernard
ShawのPygmalionを読み、イギリスの階級社会についての理解を
深めます。各回の授業では、担当箇所を決めて発表してもらい、
全員でディスカッションを行います。また、第12回から第15回の
授業では、作品を読む中で、また映画化された作品と比較するこ
とで、もっと知りたいと思ったことについてプレゼンテーション
を行います。
　学期末には、プレゼンテーションの内容に基づいてレポートを
作成します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①George Bernard Shawの作品の英語の言語的特質（語彙・文法・
用法）およびその文化的背景（社会・文化・文学）に関して理解
している。(知識・理解)

②作品をより深く理解するうえで必要な学術的専門的知識を有し
ている。(知識・理解)

③作品とそれが発するメッセージを理解・考察し、その成果をま
とめることができる。(技能)

④書籍やインターネットを使い、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プレゼンテーションやレポートにまと
めることができる。(技能)

⑤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、プレゼンテーションやレポートという形でそれをわかりやす
く表現し、他者に伝えることができる。(技能)

⑥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。(態度・志向性)

⑦グループワークやディスカッションにおいて他者と協力しなが
ら行動できる社会性と協調性を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の授業で扱う範囲については、予習の段階でしっかりと読ん
できてください。また、授業では、映画の一部しか視聴すること
はできませんので、図書館などで指定の箇所を視聴して、自分が
プレゼンテーションで取り扱うテーマを決めること、テーマにつ
いて調べること、プレゼンテーションの準備をすることなどが予
習として求められます。また、復習では、自分や他の受講生の発
表を通じて得た新しい知識や、より効果的なプレゼンの方法など
を振り返り、ノートにまとめてください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～⑦について以下の方法で評価する。

平常点（授業での発表、発言等から①②③⑤⑥を基準に評価）：
４０％
プレゼンテーション（第１２回～１５回で行うプレゼンテーショ
ンに基づいて①～⑦を基準に評価。プレゼンテーション後には、
よい点と改善できる点を中心にフィードバックを行う。）：３
０％
期末レポート（③④⑤⑥を基準に評価）：３０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Pygmalion
[Author]Bernard Shaw
[Publisher] Penguin
[ISBN]9780141439501
適宜、プリントも配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業で扱う範囲については予習でしっかりと読んで来て、
授業には辞書を必ず持ってきてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Act One (1)
Week 2: Act One (2)
Week 3: Act Two (1)
Week 4: Act Two (2)
Week 5: Act Two (3)
Week 6: Act Three (1)
Week 7: Act Three (2)
Week 8: Act Four
Week 9: Act Five (1)
Week 10: Act Five (2)
Week 11: Sequel
Week 12: プレゼンテーション(1)
Week 13: プレゼンテーション(2)
Week 14: プレゼンテーション(3)＋レポート提出
Week 15:　総まとめとレポート返却・講評
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園田　暁子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①George Bernard Shawの作品の英語の言語的特質（語彙・文法・用法）およ
びその文化的背景（社会・文化・文学）に関して理解している。　(A-2)

2.②作品をより深く理解するうえで必要な学術的専門的知識を有している。　
(A-3)

3.③作品とそれが発するメッセージを理解・考察し、その成果をまとめること
ができる。　(B-2)

4.④書籍やインターネットを使い、情報を集め、その信頼性や必要性を吟味し
ながら論理的にプレゼンテーションやレポートにまとめることができる。　
(B-3)

5.⑤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、プレゼン
テーションやレポートという形でそれをわかりやすく表現し、他者に伝えるこ
とができる。　(B-4)

6.⑥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-3)

7.⑦グループワークやディスカッションにおいて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-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。
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 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

３年次の「イギリス文化・文学演習ⅠA、B」に引き続き、１
９世紀以降のイギリスの文化と文学の特徴について、歴史的変
遷を重視しながら概観する。また各世紀あるいは時代に特徴的
な文化的トピックを取り上げ、それぞれを深く掘り下げて、
日・英の比較文化的視点から考察する。
　文化・文学のトピックについては、インターネットをはじ
め、本学図書館所蔵の資料や、必要に応じてデータベース
ECCO(Eighteen Century Collection Online)も積極的に活用する。
　学生各自は、興味を持つ研究テーマをいくつか選択し、小グ
ループで各テーマについて資料収集し、授業後半の回にプレゼ
ンテーションをおこなう。
　さらにプレゼンテーションの内容について、質疑応答、全体
でのディスカッションをおこない、理解を深める。

◎－－－　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と専門的知識の双
方を身につける。(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。(知識・理解)

③データベースを用いて情報を集め、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。(技能)

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。
(技能)

⑤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。(技能)

⑥他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を持って、資
料収集をおこなうことができる。(態度・志向性)

⑦2名1組となり、協力してプレゼンテーションをおこなう。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：必ず毎回予定されている授業内容についてチェックし、
問題点やチェックポイントを整理しておくこと（９０分）。
復習：各回で検討されたトピックについて、必要な情報収集を
おこなうこと（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、下記の方法と割合により成
績評価します。学習状況50％（プレゼンテーション、ディス
カッション等：①②③④⑤⑥⑦を基準として評価）、期末レ
ポート50％（③④を基準として、プレゼンテーションの内容を
レポートの形式に仕上げる。特に論旨の展開の仕方に重点を置
いて評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

英文テキストおよび資料はコピーで配付する。

◎－－－　参考書　－－－◎

J.B. Priestley, The English (Heinemann, 1973)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

個人および二人一組での資料収集やデータ分析などには積
極性を持って臨み、効果的なプレゼンテーションをおこな
うことができるように努力してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　前年度の内容（１８世紀）のまとめ
第２回　イギリス１９世紀以降の文化と文学の重要トピッ
クについての概説
第３回　イギリス１９世紀の文学：ディケンズ　
第４回　イギリス１９世紀の文化：鉄道
第５回　イギリス１９世紀の文化：都会と田舎
第６回　イギリス１９世紀の文化：美術
第７回　イギリス１９世紀の文化：建築
第８回　イギリス１９世紀の文化：ナショナルトラストの
発足
第９回　イギリス１９世紀の文学：社会小説　
第１０回　イギリス１９世紀の文化：イギリスの通貨
第１１回　イギリス１９世紀の文化：税制
第１２回　イギリス１９世紀の文化：博覧会
第１３回　プレゼンテーション：グループ１，２
第１４回　プレゼンテーション：グループ３，４，５
第１５回　まとめ（プレゼン内容の検討）
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井石　哲也

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

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と専門的知識の双方を身につける。　(A-2)

2.②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。　(A-3)

3.③データベースを用いて情報を集め、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-2)

4.④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。　(B-3)

5.⑤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。　(B-4)

6.⑥他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を持って、資料収集をおこ
なうことができる。　(C-3)

7.⑦2名1組となり、協力してプレゼンテーションをおこなう。　(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。



2019-1040000556-02イギリス文化・文学演習ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

本演習では、イギリス 19 世紀の小説家、チャールズ・ディケンズの中期作品
『デイヴィッド・コパフィールド』を精読します。ただ単に本作品を読み進め
るのではなく、作品の中に出てくる事物や出来事、登場人物の人間像や言葉の
裏に隠された彼らの複雑な絡み合い、筆者ならではの独特な筆致や心理描写な
どに焦点をあて、作品の内容理解に努めます。また、 読者の観点から 19 世紀
当時の文化や社会、歴史について、筆者の言葉の中から探り出し、受講生自ら
の見解をフィードバックしていきます。さらに、昨年度読んだ初期作品『オリ
ヴァー・ツイスト』やディケンズの他作品との比較を通して、時代の流れによ
るディケンズの文体の相違や英国文化における歴史的変遷ついても考察しま
す。毎回担当者を決め、担当箇所の要約、興味や関心を抱いた点、その他調べ
た内容について文章にまとめ、発表してもらいます。そして、受講生全員で発
表のテーマに基づく意見交換を行います。本演習への参加を通して、皆さんに
は、主体的にディケンズの作品を自らの手で読み解き、自らの手法で調理を
し、「味わう」 ことに意義を感じて欲しいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ディケンズの小説世界を通して、イギリスの文化や文学に対する幅広い知識・
理解を深める。(知識・理解)

イギリスの小説を講読し、その時代背景を理解しながら研究していくことで、
イギリス文学に関する研究方法と専門的知識を身につける。(知識・理解)

作品の内容を理解・考察し、イギリスの文化や社会、歴史について、自らの見
解を述べることができる。(技能)

与えられた課題に対して、ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を
収集し、その信頼性や必要性を吟味しながら論理的に考察・分析することがで
きる。(技能)

興味や関心を抱いた点、その他調べた内容についての自らの考えを構築し、そ
れをわかりやすく文章にまとめ、発表することができる。(技能)

自らが取り組んだ課題において疑問点や問題点を発見し、それらについて徹底
的に原因・解答を究明することができる。(態度・志向性)

他の学生と協力しながらグループワークに取り組める社会性と協調性を有して
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・小説作品の中で、あらかじめ指示された箇所をよく読み、わからない語彙や
言い回しについて辞書等で調べておいてください。（30分）
・次回の演習でのテーマについて、議論に参加するべく、質問や意見を言える
ようにしておいてください。（30分）
・グループワークを中心に演習を進めるため、グループのメンバーと議論を
し、あらかじめテーマに則した資料をまとめておいてください。（120分）
・毎週、演習時に触れた箇所を読み直し、ストーリーの流れを掴んでくださ
い。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・作品の内容および時代背景について理解をし、自分の言葉で正確に説明でき
ているかを評価の基準とします。
・レポート課題について、十分なデータを集めたか、そのデータに基づいて自
分の見解を明確に記述しているかを評価の基準とします。
・グループワークにより、グループ内での成果をまとめ、適切な資料を作成
し、口頭で発表できることを評価基準とします。

②評価方法
・毎回演習終了時に、小レポートとして学んだことを文章にまとめ、提出して
もらいます。回収後、フィードバックとしてコメントや解説を行います。ま
た、学期末にもレポートを課します。小レポート・学期末レポートともに、学
生の学習の進捗度、達成度等を到達目標に照らして測定し、評価します。
・授業時間内での発表については、発表回数および内容、授業における発言お
よび内容、グループワークにおける積極性や協調性等を考慮し、評価します。
・オーラル・プレゼンテーションについては、グループワークによる問題発見
能力や課題分析、適切な資料に基づくプレゼンテーション能力等を基準にし、
評価します。

③割合
授業時間内での発表を20％、毎週提出する小レポートの評価を20％、オーラ
ル・プレゼンテーションの評価を30%、学期末レポートの評価を30％で評価し
ます。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] David Copperfield
[Author(s)] Charles Dickens
[Publisher] The World’s Classics. Oxford: Oxford University
Press.
[ISBN] 9780199536290
[Comments] Nina Burgis編

◎－－－　参考書　－－－◎

中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィールド』（新潮文庫）
石塚裕子訳『デイヴィッド・コパフィールド』（岩波文庫）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前回の授業内容の復習と授業で指定した範囲の予習が不可
欠です。あらかじめ与えられた課題に対して準備をしておい
てください。また、授業内容をしっかりとノートし、まとめ
ることも肝要です。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。

・発表担当者は事前にハンドアウト（あるいはパワーポイン
ト）を作成し、それをもとに発表に臨んでください。担当者
のみならず、受講生全員が積極的に議論に参加することが求
められます。

・毎回の演習では、必ず英和辞典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）。演習の
時間帯に、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁
止です。

・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。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（演習の進め方、評価方法についての
説明など）
2. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (1)
3. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (2)
4. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (3)
5. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (4)
6. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (5)
7. ディケンズの時代の文化に触れる (1)
8. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (6)
9. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (7)
10. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (8)
11. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (9)
12. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (10)
13. オーラル・プレゼンテーション (1)
14. オーラル・プレゼンテーション (2)
15. ディケンズの時代の文化に触れる (2)
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舩田　佐央子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.ディケンズの小説世界を通して、イギリスの文化や文学に対する幅広い知
識・理解を深める。　(A-2)

2.イギリスの小説を講読し、その時代背景を理解しながら研究していくこと
で、イギリス文学に関する研究方法と専門的知識を身につける。　(A-3)

3.作品の内容を理解・考察し、イギリスの文化や社会、歴史について、自らの
見解を述べることができる。　(B-2)

4.与えられた課題に対して、ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報
を収集し、その信頼性や必要性を吟味しながら論理的に考察・分析することが
できる。　(B-3)

5.興味や関心を抱いた点、その他調べた内容についての自らの考えを構築し、
それをわかりやすく文章にまとめ、発表することができる。　(B-4)

6.自らが取り組んだ課題において疑問点や問題点を発見し、それらについて徹
底的に原因・解答を究明することができる。　(C-3)

7.他の学生と協力しながらグループワークに取り組める社会性と協調性を有し
ている。　(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。
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 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

井石　哲也

◎－－－　概要　－－－◎

「イギリス文化・文学演習ⅡA」に引き続き、19世紀イギリス
文化について学びながら、各自で研究テーマを設定し、資料調
査した結果をグループ発表する。後期は、英文資料の読解と並
行して、プレゼンテーションをより効果的に実践するための方
法について学ぶ。（第2回以降の授業内容に、各回のトピック
およびプレゼンテーションに関する学習項目を記す。）

◎－－－　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と専門的知識の双
方を身につける。(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。(知識・理解)

③データベースを用いて情報を集め、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。(技能)

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。
(技能)

⑤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。(技能)

⑥他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を持って、資
料収集をおこなうことができる。(態度・志向性)

⑦2名1組となり、協力してプレゼンテーションをおこなう。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：必ず毎回予定されている授業内容についてチェックし、
問題点やチェックポイントを整理しておくこと（９０分）。
復習：各回で検討されたトピックについて、必要な情報収集を
おこなうこと（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、下記の方法と割合により成
績評価します。学習状況50％（プレゼンテーション、ディス
カッション等：①②③④⑤⑥⑦を基準として評価）、期末レ
ポート50％（③④を基準として、プレゼンテーションの内容を
レポートの形式に仕上げる。特に論旨の展開の仕方に重点を置
いて評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]アカデミック・プレゼンテーションへの第一歩
[Author(s)]武田礼子他
[Publisher]英宝社
[ISBN]9784269660434
[Comments]1,900 円（税抜）

◎－－－　参考書　－－－◎

J.B. Priestley, The English (Heinemann, 1973)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

個人および二人一組での資料収集やデータ分析などには積
極性を持って臨み、効果的なプレゼンテーションをおこな
うことができるように努力してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：19世紀イギリス文化の諸相：テーマと分析方法
第２回：鉄道、Academic presentations：種類と目的
第３回：地下鉄開通、Presentations：スタイルと効果
第４回：議会、Abstract の執筆
第５回：ロンドンと住宅、Presentation manuscript の執筆(1)
Introduction
第６回：19世紀の伝統料理、Presentation manuscript の執筆
(2)Body
第７回：19世紀の活字文化、Presentation manuscript の執筆
(3)Conclusion
第８回：パブリック・スクール、Chunking の記憶法
第９回：イギリス美術、Visuals の作成
第１０回：庭園と貴族、Delivery ＆ Pronunciation をわかり
やすく
第１１回：自転車の流行、Questions ＆ Answers：基礎編
（質問）
第１２回：スコットランド、Questions ＆ Answers：応用編
（回答）
第１３回：プレゼンテーション：グループ１，２
第１４回：プレゼンテーション：グループ３，４，５
第１５回：まとめ（プレゼンテーションの反省と課題検討
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井石　哲也

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

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と専門的知識の双方を身につける。　(A-2)

2.②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。　(A-3)

3.③データベースを用いて情報を集め、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-2)

4.④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。　(B-3)

5.⑤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。　(B-4)

6.⑥他者と協力しながら行動できる社会性と協調性を持って、資料収集をおこ
なうことができる。　(C-3)

7.⑦2名1組となり、協力してプレゼンテーションをおこなう。　(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。



2019-1040000557-02イギリス文化・文学演習ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

本演習では、前期の演習IIAに引き続き、イギリス 19 世紀の小説家、チャール
ズ・ディケンズの中期作品 『デイヴィッド・コパフィールド』を精読します。た
だ単に本作品を読み進めるのではなく、作品の中に出てくる事物や出来事、登場
人物の人間像や言葉の裏に隠された彼らの複雑な絡み合い、筆者ならではの独特
な筆致や心理描写などに焦点をあて、作品の内容理解に努めます。また、 読者の
観点から 19 世紀当時の文化や社会、歴史について、筆者の言葉の中から探り出
し、受講生自らの見解をフィードバックしていきます。さらに、昨年度読んだ初
期作品『オリヴァー・ツイスト』やディケンズの他作品との比較を通して、時代
の流れによるディケンズの文体の相違や英国文化における歴史的変遷ついても考
察します。毎回担当者を決め、担当箇所の要約、興味や関心を抱いた点、その他
調べた内容について文章にまとめ、発表してもらいます。そして、受講生全員で
発表のテーマに基づく意見交換を行います。本演習への参加を通して、皆さんに
は、主体的にディケンズの作品を自らの手で読み解き、自らの手法で調理をし、
「味わう」 ことに意義を感じて欲しいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ディケンズの小説世界を通して、イギリスの文化や文学に対する幅広い知識・理
解を深める。(知識・理解)

イギリスの小説を講読し、その時代背景を理解しながら研究していくことで、イ
ギリス文学に関する研究方法と専門的知識を身につける。(知識・理解)

作品の内容を理解・考察し、イギリスの文化や社会、歴史について、自らの見解
を述べることができる。(技能)

与えられた課題に対して、ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報を収
集し、その信頼性や必要性を吟味しながら論理的に考察・分析することができ
る。(技能)

興味や関心を抱いた点、その他調べた内容についての自らの考えを構築し、それ
をわかりやすく文章にまとめ、発表することができる。(技能)

自らが取り組んだ課題において疑問点や問題点を発見し、それらについて徹底的
に原因・解答を究明することができる。(態度・志向性)

他の学生と協力しながらグループワークに取り組める社会性と協調性を有してい
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・小説作品の中で、あらかじめ指示された箇所をよく読み、わからない語彙や言
い回しについて辞書等で調べておいてください。（30分）
・次回の演習でのテーマについて、議論に参加するべく、質問や意見を言えるよ
うにしておいてください。（30分）
・グループワークを中心に演習を進めるため、グループのメンバーと議論をし、
あらかじめテーマに則した資料をまとめておいてください。（120分）
・毎週、演習時に触れた箇所を読み直し、ストーリーの流れを掴んでください。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・作品の内容および時代背景について理解をし、自分の言葉で正確に説明できて
いるかを評価の基準とします。
・レポート課題について、十分なデータを集めたか、そのデータに基づいて自分
の見解を明確に記述しているかを評価の基準とします。
・グループワークにより、グループ内での成果をまとめ、適切な資料を作成し、
口頭で発表できることを評価基準とします。

②評価方法
・毎回演習終了時に、小レポートとして学んだことを文章にまとめ、提出しても
らいます。回収後、フィードバックとしてコメントや解説を行います。また、学
期末にもレポートを課します。小レポート・学期末レポートともに、学生の学習
の進捗度、達成度等を到達目標に照らして測定し、評価します。
・授業時間内での発表については、発表回数および内容、授業における発言およ
び内容、グループワークにおける積極性や協調性等を考慮し、評価します。
・オーラル・プレゼンテーションについては、グループワークによる問題発見能
力や課題分析、適切な資料に基づくプレゼンテーション能力等を基準にし、評価
します。

③割合
授業時間内での発表を20％、毎週提出する小レポートの評価を20％、オーラル・
プレゼンテーションの評価を30%、学期末レポートの評価を30％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] David Copperfield
[Author(s)] Charles Dickens
[Publisher] The World’s Classics. Oxford: Oxford University
Press.
[ISBN] 9780199536290
[Comments] Nina Burgis編

◎－－－　参考書　－－－◎

中野好夫訳『デイヴィッド・コパフィールド』（新潮文庫）
石塚裕子訳『デイヴィッド・コパフィールド』（岩波文庫）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・前回の授業内容の復習と授業で指定した範囲の予習が不可
欠です。あらかじめ与えられた課題に対して準備をしておい
てください。また、授業内容をしっかりとノートし、まとめ
ることも肝要です。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。

・発表担当者は事前にハンドアウト（あるいはパワーポイン
ト）を作成し、それをもとに発表に臨んでください。担当者
のみならず、受講生全員が積極的に議論に参加することが求
められます。

・毎回の演習では、必ず英和辞典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）。演習の
時間帯に、飲食、携帯電話・スマートフォンの使用は一切禁
止です。

・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。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション（演習の進め方、評価方法についての
説明など）
2. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (11)
3. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (12)
4. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (13)
5. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (14)
6. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (15)
7. ディケンズの時代の文化に触れる
8. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (16)
9. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (17)
10. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (18)
11. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (19)
12. チャールズ・ディケンズ作 『デイヴィッド・コパフィー
ルド』の精読、発表および意見交換 (20)
13. オーラル・プレゼンテーション (1)
14. オーラル・プレゼンテーション (2)
15. まとめ



2019-1040000557-02イギリス文化・文学演習ⅡＢ

舩田　佐央子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.ディケンズの小説世界を通して、イギリスの文化や文学に対する幅広い知
識・理解を深める。　(A-2)

2.イギリスの小説を講読し、その時代背景を理解しながら研究していくこと
で、イギリス文学に関する研究方法と専門的知識を身につける。　(A-3)

3.作品の内容を理解・考察し、イギリスの文化や社会、歴史について、自らの
見解を述べることができる。　(B-2)

4.与えられた課題に対して、ICT機器をはじめとする様々な方法を使って情報
を収集し、その信頼性や必要性を吟味しながら論理的に考察・分析することが
できる。　(B-3)

5.興味や関心を抱いた点、その他調べた内容についての自らの考えを構築し、
それをわかりやすく文章にまとめ、発表することができる。　(B-4)

6.自らが取り組んだ課題において疑問点や問題点を発見し、それらについて徹
底的に原因・解答を究明することができる。　(C-3)

7.他の学生と協力しながらグループワークに取り組める社会性と協調性を有し
ている。　(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。



2019-1040000657-01ｅラーニング英語教育実践論「14台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　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：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、英語学科SIE（Study in English ）プログラムのク
ラスですので、英語学科による選抜を経て許可された学生以外は
受講できません。

　基礎的英語発話能力を育成するトレーニングでは、意味的にひ
とまとまりのある語群（センスグループ）としてのチャンク
（chunk）を発話能力育成の際の学習最小単位とし、様々な音読
トレーニングを介して、多くのチャンクを蓄積していきます。そ
して、このチャンクこそが、プレゼンテーションの様な発話活動
において、自動的に利用可能なレパートリーとなります。以下
が、そのトレーニングの具体的なメニューです：
1）与えられた英文にチャンキング（chunking:chunk毎に区切る）
を施す。
2）音韻・統語・語彙の全ての面で、その英文を完全に理解す
る。
3）チャンクを瞬時に目で認知して記憶に留める「視覚メモ
リー」と、それと結合する「聴覚メモリー」を強化し、チャンク
（文字）とその正しい音声イメージとの結合ができるだけ短時間
で完了するようにする。
　ⅰ）Read and Look-up
4) チャンクからセンテンス、そしてパッセージへとトレーニング
の対象を拡大して行きます。
　ⅱ）Parallel Reading
　ⅲ）Shadowing
5) 最後に、これまでの発話トレーニングを実際の発話活動に結び
付けます。
　ⅳ）Keywords Recitation

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の意見や考え方を相手に分かり易く伝えるために必要な英語
の基礎的な語彙・文法を修得している。(知識・理解)

IC機器を使って信頼性の高い情報を集め、論理的に整理すること
ができる。(技能)

収集した情報を活用して自分の考えを組み立て、パワーポイント
などを更に利用して相手に分かり易く伝えることができる。(技
能)

グループの他のメンバーと協力して情報を収集し、効果的なグ
ループ・プレゼンテーションを作成・実行することができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：基礎的英語発話能力育成トレーニング以外は、基本的にテ
キストに沿って学習を進めますので、適宜下調べをして置いてく
ださい。（60分）
復習：授業中に課した音読トレーニングだけでは不十分ですの
で、必ず自宅でも同様のトレーニングを毎日続けて下さい。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験期間中に筆記試験を実施しませんが、日ごろの学習へ
の取り組みと数回に渡るプレゼンテーションにより、総合的に評
価します：
・毎週の学習状況：20％
・各種プレゼンテーション：80％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Presentation Workshop
[Author(s)] Craig Smith 他
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764739291
[Comments]　テキスト価格　￥2,300

◎－－－　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　－－－◎

　3分の1以上の欠席は単位取得ができない場合があります
ので注意が必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.全般的な説明
Introducing Yourself(Training)
2.Introducing Yourself(Presentation)
3.The Global Peace Index(Training)
4.The Global Peace Index(presentation)
5.Japan's Global Responsibility(Training)
6.Japan's Global Responsibility(Presentation)
7.Social Networking(Training)
8.Social Networking(Presentation)
9.UNESCO(Training)
10.UNESCO(Presentation)
11.Improving Primary School Education(Training)
12.Improving Primary School Education(Presentation)
13.まとめと復習(1)
14.まとめと復習(2)
15.総まとめと質疑応答



2019-1040000657-01ｅラーニング英語教育実践論「14台以前」

大津　敦史

◎英語

1.自分の意見や考え方を相手に分かり易く伝えるために必要な英語の基礎的な
語彙・文法を修得している。　(A-2)

2.IC機器を使って信頼性の高い情報を集め、論理的に整理することができる。
　(B-3)

3.収集した情報を活用して自分の考えを組み立て、パワーポイントなどを更に
利用して相手に分かり易く伝えることができる。　(B-4)

4.グループの他のメンバーと協力して情報を収集し、効果的なグループ・プレ
ゼンテーションを作成・実行することができる。　(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。



2019-1040000657-02ｅラーニング英語教育実践論「14台以前」

 期別：前期　　単位数：2　　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：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、３年次に始まる各ゼミ内でのプレゼンテーションや
卒業論文発表会、就職活動における自己プレゼンテーション等に備
えて、論理的な英語の文章を読み、それについての意見を論理的に
英語でプレゼンテーションを行う能力を身につける事を主眼としま
す。
　普段の生活で日常的に英語に触れる生活をしていない日本人が英
語でプレゼンテーションを行うには、意識的に相当量の英文に触
れ、文章構成の論理的パターンを身に付けておく必要があります。
　この授業では、英語プレゼンテーションをする上で必要な英語表
現や論理的思考に基づいたプレゼンテーション技術を身につけま
す。まず時事問題を中心としたテキストの英文を読み論理的文章の
構造を理解した上で、自分の意見を書く練習を行います。実際に文
章を作成する際には、Microsoft WordやPowerPointを使用するとと
もにマルチメディアも活用し、英語プレゼンテーションが論理的か
つ効果的に展開できるよう徹底して訓練を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

時事英語を中心とした英語の言語的特質や文化に関して幅広い知
識・理解・考え方を身につけている。(知識・理解)

インターネットやICT機器等の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情報を整序・分析するこ
とができる。(技能)

身につけた知識や収集した情報を活用して英語で自分の考えを構築
し、マルチメディアでそれをわかりやすく表現し、他者にプレゼン
テーションすることができる。(技能)

同じグループの人と積極的に意見を交わしながらプレゼンテーショ
ンを行う協調性を身につけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本授業では、テキストの各ユニットにテーマとなるニュース記事
が載っており、それにそってプレゼンテーションを作り上げていく
が、授業で記事を精読する時間はないので、予習として各自目を通
しておくこと（１２０分）。プレゼンテーション作成は、授業時間
内では収まらないので、復習として自宅学習で補完すること（１２
０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　下記の点を評価基準として総合的に評価します。

・論理的英語表現の理解や習得（２０％）：　論理的英語文章の展
開の仕方や表現方法を習得しているかどうかをPCモニタや小テス
トで確認します。
・各プレゼンテーションの完成度（５０％）：　論理的英語文章の
読解で学習したことをしっかりと自身のプレゼンテーションに生か
しているかどうか。プレゼンテーション自体の完成度も大切である
が、完成に至る過程での労力を惜しまずに毎週しっかりと準備を
行っているかどうか。 完成したパワーポイント・実際のプレゼ
ン・相互評価表等で確認します。
・授業に対する姿勢（３０％）：　授業中の作業をきちんとこな
し、他者が行ったプレゼンテーションでのディスカッションで積極
的に発言を行う等、基本的な授業姿勢ができているかどうか。 授
業中の見回りで確認します。

※定期試験期間中の試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

News Made Easy!（金星堂）¥2,052(税込)
ISBN:978-4-7647-3924-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本授業では、クラス内でいくつかのグループに分かれ、
グループ内で一人一人が定期的に英語でプレゼンテーショ
ンを行います。毎回の時事テーマを深く理解し、自分の意
見をしっかりと持ち、準備万端にしてプレゼンテーション
を行ってください。プレゼンテーションは緊張の連続です
が、次年度から始まるゼミや就職活動では避けて通れない
道ですので気を引き締めて臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2．Preparation: IT Breathes New Life into Farming
3．Presentation: IT Breathes New Life into Farming
4．Preparation: Education Ministry Contemplating Digital
Textbooks
5. Presentation: Education Ministry Contemplating Digital
Textbooks
6．Preparation: Drinking Coffee, Green Tea Daily Lowers Risk
of Death
7．Presentation: Drinking Coffee, Green Tea Daily Lowers Risk
of Death
8．Preparation: Japan Will Be Last G-7 Country to Make Solar
Power Economically Viable
9．Presentation: Japan Will Be Last G-7 Country to Make Solar
Power Economically Viable
10．Preparation: Japan Ranked Ninth Most Tourist-friendly
Nation
11．Presentation: Japan Ranked Ninth Most Tourist-friendly
Nation
12．Preparation: Expressive Emoji Win Over Merriam-
Webster’s Wordsmiths
13．Presentation: Expressive Emoji Win Over Merriam-
Webster’s Wordsmiths
14．Preparation: IBM, Apple Working with Japan Post on Apps
for Elderly Care
15．Presentation: IBM, Apple Working with Japan Post on
Apps for Elderly Care



2019-1040000657-02ｅラーニング英語教育実践論「14台以前」

奥田　裕司

◎英語

1.時事英語を中心とした英語の言語的特質や文化に関して幅広い知識・理解・
考え方を身につけている。　(A-2)

2.インターネットやICT機器等の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情報を整序・分析することができる。　(B-3)

3.身につけた知識や収集した情報を活用して英語で自分の考えを構築し、マル
チメディアでそれをわかりやすく表現し、他者にプレゼンテーションすること
ができる。　(B-4)

4.同じグループの人と積極的に意見を交わしながらプレゼンテーションを行う
協調性を身につけている。　(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。



2019-1040000410-01英会話ⅡＡ「(c) 」

 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・４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　－－－◎

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.

◎－－－　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有している。
(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）
を有する。(技能)

(3)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)

(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。(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　－－－◎

Active participation in class: 30% (the above (3) of the goal will be
evaluated)
Group projects: 20%(the above (4) of the goal will be evaluated)

Quizzes: 20% (the above (1) of the goal will be evaluated)

Final writing exam (in final class) = 30% (the above (2) of the goal
will be evaluated)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] First Class Service 1 - English for the Tourism and
Hospitality Industry
[Author(s)] Stephen Hall & Troy Blappert
[Publisher] Cengage Learning Asia
[ISBN] 978-9814319430

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Orientation
2 Asking for personal information
3 Talking about dislikes
4 Talking about travel jobs
5 Explaining facilities
6 Describing locations
7 Opening times
8 Talking about schedules
9 Reservation problems
10 Confirming reservations
11 Changing reservations
12 Asking about preferences
13 Checking in
14 Checking out
15 Final writing exam



2019-1040000410-01英会話ⅡＡ「(c) 」

ストット，デビッド　アダム

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

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有している。　(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）を有する。　
(B-1)

3.(3)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)

4.(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-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。



2019-1040000410-02英会話ⅡＡ「(a)」

 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　　

ヒュー・Ｇ・Ｌ　タイラー

◎－－－　概要　－－－◎

The course focuses on developing the students’ listening and
speaking ability.  Students are expected to interact with each other and
their teacher using English as the medium of communication.  They
will talk with each other about familiar topics including their hobbies,
family and daily life. Role plays will be used in order to simulate
actual conversations. Students will also be helped to express their
opinions. In addition, they will be encouraged to recall their own
experiences to personalize and add authenticity to their interactions.

◎－－－　到達目標　－－－◎

  1. knowledge of English vocabulary, grammar and usage (知識・理
解)

 2. ability to speak, listen to, write and read English(技能)

 3. to actively engage with people using English(態度・志向性)

  4. to interact with classmates(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do an assigned reading or written exercise each week
as preparation for the vocabulary or sentence structures they will need
in the next lesson. Time required 30-60minutes
To review key linguistic elements of the class students will be set a
homework task. Time required 30-60minutes.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Attitude, Effort & Participation; goals 2,3 & 4 will be  assessed.
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.
Test; goals 1 & 2 will be assessed
The remaining 50% will be decided 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. Also, there will be no reexamination (sai shiken)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]  Tell Me About It
[Author(s)]   Huw Tyler
self-published
Price; ¥950
self published
Price; ¥950
[Publisher]   self-published
[Comments]   ¥1,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

No cell phones may be used during the class.
Students who are repeatedly absent without a good reason may
fail the class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.  Orientation
2. At a Party - greetings &  introductions
3.  Practising greetings and introductions
4.  My House, My Family & My Neighbours
5.  Giving Directions & Instructions
6.  Leisure Time - levels of like and dislike; prefer
                             + noun
7.   Practising self-introductions
8.  Where Are You From? - country, nationality,
      language
9.   Talking About Your Hometown
10.  Boy Meets Girl - making & accepting offers
11.   Role Plays - related to Lesson 10
12.  “I usually . . .“ - routines, adverbs of frequency
13.  Test preparation
14.  Talking About Yourself -role plays, interviews
        speeches
15.  Course Review



2019-1040000410-02英会話ⅡＡ「(a)」

ヒュー・Ｇ・Ｌ　タイラー

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

1.  1. knowledge of English vocabulary, grammar and usage 　(A-2)

2. 2. ability to speak, listen to, write and read English　(B-1)

3. 3. to actively engage with people using English　(C-2)

4.  4. to interact with classmates　(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。



2019-1040000410-03英会話ⅡＡ「(b)」

 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　　

トンプソン，アンドリュー

◎－－－　概要　－－－◎

In this English Conversation (IIA) 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-2. To increase sociolinguistic knowledge (vocabulary, and grammar).
(知識・理解)

B-1. To develop four skills (speaking, listening, writing, and reading).
(技能)

C-2. To build confidence when actively engaging with people from
different cultural backgrounds.(態度・志向性)

C-4. To promote a cooperative environment when actively engaging with
people.(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-2/B-1 will be evaluated)
Textbook Quiz: 20 points maximum (A-2/B-1 will be evaluated)
Journal Writing: 20 points maximum (A-2/B-1 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-2/C-2/ C-4 will be evaluated)
Semester Mid and Final Assessment: 10 points maximum (A-2/B-1/C2/
C-4 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%).



2019-1040000410-03英会話ⅡＡ「(b)」

トンプソン，アンドリュー

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

1.A-2. To increase sociolinguistic knowledge (vocabulary, and grammar). 　(A-2)

2.B-1. To develop four skills (speaking, listening, writing, and reading). 　(B-1)

3.C-2. To build confidence when actively engaging with people from different cultural
backgrounds.　(C-2)

4.C-4. To promote a cooperative environment when actively engaging with people.　
(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。



2019-1040000410-04英会話ⅡＡ「(SIE)」

 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・３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 communicate in English. You will practise
speaking English at a more advanced level. The course should be both
stimulating and fun, and will cover a wide range of topics. As well as
your textbook, you should also increase your exposure to English
outside the classroom by watching English-language TV and cinema,
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. 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。
(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）
を有する。(技能)

3. 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)

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。(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　－－－◎

Active participation in class (50%): Goals (2, 3, 4) will be evaluated.
Assignments (25%): Goals (1, 2) will be evaluated.
Tests (25%): Goals (1, 2) will be evaluated.

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] English Firsthand 1 (4th edition)
[Author(s)] Marc HELGESEN, Steven BROWN, and John
WILTSHIER
[Publisher] Pearson ELT
[ISBN] 9789880030598
[Price] ¥3078

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Unit 1 It’s nice to meet you
3. Unit 2 Who are they talking about?
4. Unit 3 When did you start?
5. Unit 4 Where does this go?
6. Unit 5 How do I get there?
7. Unit 6 What happened?
8. Review unit 1
9. Unit 7 I’d love that job
10. Unit 8 What’s playing?
11. Unit 9 What are you going to do?
12. Unit 10 How much is this?
13. Unit 11 How do you make it?
14. Unit 12 Listen to the music
15. Review unit 2



2019-1040000410-04英会話ⅡＡ「(SIE)」

ハウ，スティーブン　マーク

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

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有している。　(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）を有する。　
(B-1)

3.3. 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)

4.4. 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-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。



2019-1040000411-01英会話ⅡＢ「(c)」

 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・４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　－－－◎

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

◎－－－　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有している。
(知識・理解)

(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。(技能)

(3)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)

(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。(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　－－－◎

Active participation in class: 30% (the above (3) of the goal will be
evaluated)

Group projects: 30%(the above (4) of the goal will be evaluated)

Quizzes: 20% (the above (1) of the goal will be evaluated)

Writing assignments: 20% (the above (2) of the goal will be
evaluated)

There is no final exam for this course.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] First Class Service 2 - English for the Tourism and
Hospitality Industry
[Author(s)] Stephen Hall & Troy Blappert [Publisher] Cengage
Learning Asia
[ISBN] 978-981-4319-44-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特にありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Orientation
2 Giving directions
3 Taking messages
4 Ordering in restaurants
5 Making recommendations
6 Asking about preferences
7 Offering other options
8 Talking about schedules
9 Complaining about problems
10 Solving problems
11 Travel itineraries
12 Changing reservations
13 Reacting to schedule changes
14 Negotiating discounts
15 Writing assignments



2019-1040000411-01英会話ⅡＢ「(c)」

ストット，デビッド　アダム

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

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有している。　(A-2)

2.(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-1)

3.(3)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)

4.(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-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。



2019-1040000411-02英会話ⅡＢ「(a)」

 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　　

ヒュー・Ｇ・Ｌ　タイラー

◎－－－　概要　－－－◎

The aim of this course is to develop the students' interactive skills in
the English language. They will learn the functional value of
vocabulary and sentence structures in a particular situation. Students
will then have the opportunity to demonstrate how well they can use
the language exponents through short speeches and role plays related
to the original situations. In addition, the students will learn the value
of body language, gesture, stress, rhythm and intonation.There is also
a strong focus on using English to explain Japanese culture.

◎－－－　到達目標　－－－◎

 1. knowledge of English vocabulary, grammar and usage(知識・理
解)

 2. ability to speak, listen to, write and read English(技能)

 3. to actively engage with people using English(態度・志向性)

 4. to interact with classmates(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

Students should do assigned written and reading exercises each week
as preparation for the vocabulary or sentence structures they will need
in the next lesson. Time required 30-60 minutes.
To review key linguistic elements of the class students will be set a
homework task. Time required 30-60 minutes.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Attitude, Effort & Participation; goals 2,3 & 4 will be  assessed.
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.
Test; goals 1 & 2 will be assessed
The remaining 50% will be decided 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. Also, there will be no reexamination (sai shiken)

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]    Tell Me About It
[Author] Huw Tyler
self published
Price; ¥950
              self published
              ¥1,000

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Cell phones should not be used in class.
A student who is frequently absent from class without a good
explanation may fail the course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.   Orientation/Preview

2.   "How about . . ." - making suggestions

3.   Practise making, accepting & rejecting
      suggestions
4.   What's It Like? - describing Japanese food

5.   You Call This Service! (video lesson)
            -complaining about service in a cafe
6.   In A Restaurant (video lesson)
            -confirming reservations, apologizing
7    Role play practise -related to lessons 5&6

8.   Feelings - the function of intonation

9.   What Did You Think Of It?
            -expressing your opinion
10.  What's It For?
            - explaining the purpose of something
11.   Tell Us About Japan
 
12.   Test Preparation

13.   In-class assessment activities

14.   Seasonal conversations

15.   Course Review



2019-1040000411-02英会話ⅡＢ「(a)」

ヒュー・Ｇ・Ｌ　タイラー

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

1. 1. knowledge of English vocabulary, grammar and usage　(A-2)

2. 2. ability to speak, listen to, write and read English　(B-1)

3. 3. to actively engage with people using English　(C-2)

4. 4. to interact with classmates　(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。



2019-1040000411-03英会話ⅡＢ「(b)」

 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　　

トンプソン，アンドリュー

◎－－－　概要　－－－◎

In this English Conversation (IIB) course, students will be able to further
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 further 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-2. To increase sociolinguistic knowledge (vocabulary, and grammar).
(知識・理解)

B-1. To develop four skills (speaking, listening, writing, and reading).
(技能)

C-2. To build confidence when actively engaging with people from
different cultural backgrounds.(態度・志向性)

C-4. To promote a cooperative environment when actively engaging with
people.(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-2/B-1 will be evaluated)
Textbook Quiz: 20 points maximum (A-2/B-1 will be evaluated)
Journal Writing: 20 points maximum (A-2/B-1 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-2/C-2/ C-4 will be evaluated)
Semester Mid and Final Assessment: 10 points maximum (A-2/B-1/C2/
C-4 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 3
[Author (s)] Andrew Thompson
[Publisher] THINK ELT JAPAN
[ISBN] 978-1548265700
[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%).



2019-1040000411-03英会話ⅡＢ「(b)」

トンプソン，アンドリュー

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

1.A-2. To increase sociolinguistic knowledge (vocabulary, and grammar). 　(A-2)

2.B-1. To develop four skills (speaking, listening, writing, and reading). 　(B-1)

3.C-2. To build confidence when actively engaging with people from different cultural
backgrounds.　(C-2)

4.C-4. To promote a cooperative environment when actively engaging with people.　
(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。



2019-1040000411-04英会話ⅡＢ「(SIE)」

 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・３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 communicate in English. You will practise
speaking English at a more advanced level. The course should be both
stimulating and fun, and will cover a wide range of topics. As well as
your textbook, you should also increase your exposure to English
outside the classroom by watching English-language TV and cinema,
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. 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。
(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）
を有する。(技能)

3. 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)

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。(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　－－－◎

Active participation in class (50%): Goals (2, 3, 4) will be evaluated.
Assignments (25%): Goals (1, 2) will be evaluated.
Tests (25%): Goals (1, 2) will be evaluated.

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] English Firsthand 2 (4th edition)
[Author(s)] Marc HELGESEN, Steven BROWN, John
WILTSHIER
[Publisher] Pearson Longman
[ISBN] 9789880030604
[Price] ¥3078

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Unit 1 Have you two met?
3. Unit 2 You must be excited
4. Unit 3 Where should I go?
5. Unit 4 I love that
6. Unit 5 What’s your excuse?
7. Unit 6 What’s it like there?
8. Review unit 1
9. Unit 7 Do you remember when…?
10. Unit 8 Let’s have a party
11. Unit 9 What should I do?
12. Unit 10 Tell me a story
13. Unit 11 In my opinion
14. Unit 12 It’s my dream
15. Review unit 2



2019-1040000411-04英会話ⅡＢ「(SIE)」

ハウ，スティーブン　マーク

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

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有している。　(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）を有する。　
(B-1)

3.3. 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)

4.4. 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-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。



2019-1040000602-01英会話ⅢＡ「(SIE)」

 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：中級　　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　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to enhance your oral communication skills mainly focusing on
listening and speaking. In the class, you will not only learn to speak and listen to
English actively or effectively in pairs or groups but learn about different cultures
and widen your views toward other countries. In order to activate cultural
exchanges, you will have some opportunities to talk with people living overseas via
"Skype" so you could deepen mutual understanding and friendship between two
countries through cross-cultural communications. As the class will be entirely
taught in English, you will keep practicing oral communication skills as a step to
talk about yourselves, your interests, your cultures, your campus life or your views
about common topics, daily news and future plans by using English. In order to
develop your oral skills, let us try to enjoy speaking out, asking questions or giving
opinions with people joining our Skype sessions, as communication is most
important when you have a chance to meet and interact with various people in
English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

① To widen their general appreciation of the language through studies of various
aspects of different cultures of the world.(知識・理解)

② To enhance their knowledge and skills of English language through cross-
cultural communications.(技能)

③ To enjoy or feel more confident in talking or expressing themselves to people
with different cultural backgrounds.(態度・志向性)

④ To think about how to overcome various issues that they might face during their
own travel / study abroad.(態度・志向性)

⑤ To learn how to socialise or cooperate in pairs or groups in order to facilitate
communication.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You will be asked to find assigned materials on other cultures and/or yours before
the start of each online communication, so you could have a better understanding of
the language and culture and also a better command of natural spoken English.
Also, research given topics diligently before working on your assignments, These
tasks may take 60 minutes or more in total.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1) Students will be assessed on their ability to:

・convey information and express own ideas, by selecting and incorporating
particular linguistic structures for a specific purpose.
・demonstrate effective communication in clear language, by making linguistic
choices to enhance intended meaning.
・select, summarise and analyse information on a given topic, by distinguishing
between main points, specific and supporting detail.

(2) These methods of evaluation will be implemented during the course:
Students are assessed on the basis of their ongoing process and achievement in
interactive communication. For this reason, they are expected to analyse their
performance and reflect on their learning so they can summarise (as a term paper)
what they have learnt/achieved via interactive communication throughout the
semester. In every Skype session, they are also required to submit manuscript
assignments and post-session reports which act as proof of positive class
participation. These methods will be used for the assessment of their development
of spoken English conversational skills.

(3) The course will be evaluated on:

Class participation (attitude, effort and attendance): 30% (Attainment target③④⑤)
Assignments (communication script and post-session report) : 30%  (Attainment
target①②③)
Term paper: 20%  (Attainment target①②③)
Oral communication exam: 20%  (Attainment target③④⑤)

*There is no final exam during the exam period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints when necessary.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are required to actively participate and communicate in
English during the class.
 
Students have to bring their dictionary to every lesson.
 
Students are not allowed to use mobile phones in class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction & Some Warm-ups
2. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
3. Skype Talk Session
4. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
5. Skype Talk Session
6. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
7. Skype Talk Session
8. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
9. Skype Talk Session
10. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
11. Skype Talk Session
12. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
13. Skype Talk Session
14. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
15. Oral Communication Exam



2019-1040000602-01英会話ⅢＡ「(SIE)」

舩田　佐央子

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

1.① To widen their general appreciation of the language through studies of various
aspects of different cultures of the world.　(A-2)

2.② To enhance their knowledge and skills of English language through cross-cultural
communications.　(B-1)

3.③ To enjoy or feel more confident in talking or expressing themselves to people with
different cultural backgrounds.　(C-2)

4.④ To think about how to overcome various issues that they might face during their
own travel / study abroad.　(C-2)

5.⑤ To learn how to socialise or cooperate in pairs or groups in order to facilitate
communication.　(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。



2019-1040000602-02英会話ⅢＡ「(SIE以外)」

 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：中級　　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　　

ハウ，スティーブン　マーク

◎－－－　概要　－－－◎

This course will help you communicate in English. You will practise
speaking English at a more advanced level. The course should be both
stimulating and fun, and will cover a wide range of topics. As well as
your textbook, you should also increase your exposure to English
outside the classroom by watching English-language TV and cinema,
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. 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。
(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）
を有する。(技能)

3. 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)

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。(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　－－－◎

Active participation in class (50%): Goals (2, 3, 4) will be evaluated.
Assignments (25%): Goals (1, 2) will be evaluated.
Tests (25%): Goals (1, 2) will be evaluated.

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] English Firsthand 1 (4th edition)
[Author(s)] Marc HELGESEN, Steven BROWN, and John
WILTSHIER
[Publisher] Pearson ELT
[ISBN] 9789880030598
[Price] ¥3078

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Unit 1 It’s nice to meet you
3. Unit 2 Who are they talking about?
4. Unit 3 When did you start?
5. Unit 4 Where does this go?
6. Unit 5 How do I get there?
7. Unit 6 What happened?
8. Review unit 1
9. Unit 7 I’d love that job
10. Unit 8 What’s playing?
11. Unit 9 What are you going to do?
12. Unit 10 How much is this?
13. Unit 11 How do you make it?
14. Unit 12 Listen to the music
15. Review unit 2



2019-1040000602-02英会話ⅢＡ「(SIE以外)」

ハウ，スティーブン　マーク

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

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有している。　(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）を有する。　
(B-1)

3.3. 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)

4.4. 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-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。



2019-1040000603-01英会話ⅢＢ「(SIE)」

 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：中級　　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　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

This course aims to enhance your oral communication skills mainly focusing on
listening and speaking. In the class, you will not only learn to speak and listen to
English actively or effectively in pairs or groups but learn about different cultures
and widen your views toward other countries. In order to activate cultural
exchanges, you will have some opportunities to talk with people living overseas via
"Skype" so you could deepen mutual understanding and friendship between two
countries through cross-cultural communications. As the class will be entirely
taught in English, you will keep practicing oral communication skills as a step to
talk about yourselves, your interests, your cultures, your campus life or your views
about common topics, daily news and future plans by using English. In order to
develop your oral skills, let us try to enjoy speaking out, asking questions or giving
opinions with people joining our Skype sessions, as communication is most
important when you have a chance to meet and interact with various people in
English.

◎－－－　到達目標　－－－◎

① To widen their general appreciation of the language through studies of various
aspects of different cultures of the world.(知識・理解)

② To enhance their knowledge and skills of English language through cross-
cultural communications.(技能)

③ To enjoy or feel more confident in talking or expressing themselves to people
with different cultural backgrounds.(態度・志向性)

④ To think about how to overcome various issues that they might face during their
own travel / study abroad.(態度・志向性)

⑤ To learn how to socialise or cooperate in pairs or groups in order to facilitate
communication.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You will be asked to find assigned materials on other cultures and/or yours before
the start of each online communication, so you could have a better understanding of
the language and culture and also a better command of natural spoken English.
Also, research given topics diligently before working on your assignments, These
tasks may take 60 minutes or more in total.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

(1) Students will be assessed on their ability to:

・convey information and express own ideas, by selecting and incorporating
particular linguistic structures for a specific purpose.
・demonstrate effective communication in clear language, by making linguistic
choices to enhance intended meaning.
・select, summarise and analyse information on a given topic, by distinguishing
between main points, specific and supporting detail.

(2) These methods of evaluation will be implemented during the course:
Students are assessed on the basis of their ongoing process and achievement in
interactive communication. For this reason, they are expected to analyse their
performance and reflect on their learning so they can summarise (as a term paper)
what they have learnt/achieved via interactive communication throughout the
semester. In every Skype session, they are also required to submit manuscript
assignments and post-session reports which act as proof of positive class
participation. These methods will be used for the assessment of their development
of spoken English conversational skills.

(3) The course will be evaluated on:

Class participation (attitude, effort and attendance): 30% (Attainment target③④⑤)
Assignments (communication script and post-session report) : 30%  (Attainment
target①②③)
Term paper: 20%  (Attainment target①②③)
Oral communication exam: 20%  (Attainment target③④⑤)

*There is no final exam during the exam period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

There is no textbook for this course. The teacher will provide
prints when necessary.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are required to actively participate and communicate in
English during the class.
 
Students have to bring their dictionary to every lesson.
 
Students are not allowed to use mobile phones in class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction & Some Warm-ups
2. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
3. Skype Talk Session
4. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
5. Skype Talk Session
6. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
7. Skype Talk Session
8. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
9. Skype Talk Session
10. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
11. Skype Talk Session
12. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
13. Skype Talk Session
14. Practicing Speaking/Listening and Group Discussion
15. Oral Communication Exam



2019-1040000603-01英会話ⅢＢ「(SIE)」

舩田　佐央子

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

1.① To widen their general appreciation of the language through studies of various
aspects of different cultures of the world.　(A-2)

2.② To enhance their knowledge and skills of English language through cross-cultural
communications.　(B-1)

3.③ To enjoy or feel more confident in talking or expressing themselves to people with
different cultural backgrounds.　(C-2)

4.④ To think about how to overcome various issues that they might face during their
own travel / study abroad.　(C-2)

5.⑤ To learn how to socialise or cooperate in pairs or groups in order to facilitate
communication.　(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。



2019-1040000603-02英会話ⅢＢ「(SIE以外)」

 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：中級　　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　　

ハウ，スティーブン　マーク

◎－－－　概要　－－－◎

This course will help you communicate in English. You will practise
speaking English at a more advanced level. The course should be both
stimulating and fun, and will cover a wide range of topics. As well as
your textbook, you should also increase your exposure to English
outside the classroom by watching English-language TV and cinema,
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. 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。
(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）
を有する。(技能)

3. 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)

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。(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　－－－◎

Active participation in class (50%): Goals (2, 3, 4) will be evaluated.
Assignments (25%): Goals (1, 2) will be evaluated.
Tests (25%): Goals (1, 2) will be evaluated.

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] English Firsthand 2 (4th edition)
[Author(s)] Marc HELGESEN, Steven BROWN, John
WILTSHIER
[Publisher] Pearson Longman
[ISBN] 9789880030604
[Price] ¥3078

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introductory class
2. Unit 1 Have you two met?
3. Unit 2 You must be excited
4. Unit 3 Where should I go?
5. Unit 4 I love that
6. Unit 5 What’s your excuse?
7. Unit 6 What’s it like there?
8. Review unit 1
9. Unit 7 Do you remember when…?
10. Unit 8 Let’s have a party
11. Unit 9 What should I do?
12. Unit 10 Tell me a story
13. Unit 11 In my opinion
14. Unit 12 It’s my dream
15. Review unit 2



2019-1040000603-02英会話ⅢＢ「(SIE以外)」

ハウ，スティーブン　マーク

◎英語:A-2,B-1,C-2,C-4

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有している。　(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）を有する。　
(B-1)

3.3. 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)

4.4. 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-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。



2019-1040000402-01英語音声学Ａ「LE1」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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：2019/07/27　３時限　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　音声学は、いわゆる言語学の主要な一分野を形成していま
す。音声学の主な目的は音声言語に関するいろいろな事象を研
究・解明することにあります。音声は言語には欠くことのでき
ないものですから、音声学の知識は、ある言語を理解し研究す
る場合、必須のものといえるでしょう。
　この講義では、「一般音声学」の観点から音声学の基礎的事
項を説明すると共に、英語という「個別言語」に光をあて、そ
の音声的・音韻的特徴を明らかにしていきます。
　前期は、調音音声学の基礎を確立することを主たる目標とし
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語音声学の基本的概念を理解し、その基礎的用語について、
例を用いて解説できる。(知識・理解)

発音記号を読み、正確に発音できるようになる。(知識・理解)

調音位置、調音方法、子音、母音、音韻規則について説明でき
る。(知識・理解)

4技能のうち、聞く、話すということについてレベルを上げる
ことができる。(技能)

英語の音声面に関する学術的興味や探究心を有するようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：前回の授業の範囲を自分で見直し、授業中に配布
された資料を見ながら、何を学んだかを確認しておいて下さ
い。（少なくとも2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。
（2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　－－－◎

　定期試験 8 割、レポート・ノートチェック、講義中での発音
チェック等 2 割。設定した問題について、例を用いて説明 (記
述) できるかどうか、上記到達目標をどの程度達成できたかを
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　ハンドアウト (プリント: 受講生一人につき 1 年間で総計
60 枚程度になります) を毎回配布し、 OHC を使用して講
義を行います。

◎－－－　参考書　－－－◎

(1) Ladeforged, Peter. 2000. A Course in Phonetics. Fort Worth,
TX.: Harcourt Brace College Publishers.　ISBN 0155073192
(2) Yamada, Eiji. 2010. Subsidiary Stresses in English. Tokyo:
Kaitakusha.　ISBN 978-4-7589-2151-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　英語学概論を履修していることが望ましいと思われま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：英語音声学とは何か（調音音声学、音響音声学、
聴覚音声学）
第２回：調音位置（Place of Articulation）
第３回：調音方法（Manner of Articulation）
第４回：子音 (1) /m n ŋ p b t d k  /
第５回：子音の発音練習 (1) /m n ŋ p b t d k  /
第６回：子音 (2) /f v θ ð ʃ ʒ   j w l tʃ dʒ/
第７回：子音の発音練習 (2)  /f v θ ð ʃ ʒ   j w l tʃ dʒ/
第８回：母音 (1) /i   e ɛ æ/
第９回：母音の発音練習 (1) /i   e ɛ æ/
第10回：母音 (2) /u   o ɔ ɑ   a/
第11回：母音の発音練習 (2) /u   o ɔ ɑ   a/
第12回：音声記述の問題点
第13回：音韻規則 (1) Assimilation
第14回：音韻規則 (2) Coalescence, Elision
第15回：纏め

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ (山田英二)
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)



2019-1040000402-01英語音声学Ａ「LE1」

山田　英二

◎英語:A-2,A-3,B-1,C-1

1.英語音声学の基本的概念を理解し、その基礎的用語について、例を用いて解
説できる。　(A-2)

2.発音記号を読み、正確に発音できるようになる。　(A-3)

3.調音位置、調音方法、子音、母音、音韻規則について説明できる。　(A-3)

4.4技能のうち、聞く、話すということについてレベルを上げることができる。
　(B-1)

5.英語の音声面に関する学術的興味や探究心を有するようになる。　(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。



2019-1040000402-02英語音声学Ａ「LE2」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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・３時限　　試験時間割：2019/07/27　３時限　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、音声学・音韻論における様々な概念を解説し、
音声学・音韻論における分析の枠組みを用いて英語の発音の特
徴を明らかにしていきます。前期は、調音音声学に焦点を当
て、言語の音が作られる仕組みを理解し、英語の個々の音がど
のように発音されているのかを他人に説明でき、また、自分で
も正確に発音できるようになることを目指します。英語の発音
の特徴をより深く理解することができるよう、普段無意識に
使っている日本語の発音の特徴についても触れ、日本人が英語
を発音するうえで特に注意しなければならない点についても理
解を深めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語と日本語の違いを踏まえたうえで、英語の発音において
日本人が注意すべき点を具体例を挙げながら説明することがで
きる。(知識・理解)

②英語の子音・母音の特徴や音韻現象について、音声学・音韻
論における諸概念や基礎的な用語を用いて説明することができ
る。(知識・理解)

③発音記号や英語の発音の規則（リズム、音の連結、脱落な
ど）を理解し、それらを踏まえて発音することができる。(技
能)

④日常生活の様々な場面で起こる様々な音声・音韻的現象につ
いて関心を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・身近な音声・音韻現象（英語または日本語に見られるもの）
について考えてもらう課題を定期的に課しますので、自分なり
の答えを事前に考えておいてください。（予習：120分程度）
・講義の内容は初めて学ぶ事柄も多いと思われますので、授業
で出てきた概念や用語について復習をしっかりと行ってくださ
い。用語などの名称だけを覚えるのではなく、それがどのよう
な意味を持つのか、それによって現象をどのように一般化して
記述することが可能になるのかといった観点から理解すること
が大切です。（復習：60分）
・知識を得るだけでなく、それを実際に活用できるようにする
ことが重要です。音声学の知識を英語の発音や聞き取り能力向
上につなげるための練習を欠かさずに行ってください。（復
習：60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について以下の方法で評価する。
定期試験（①・②）：70％
提出課題の内容（①・②・④）：15％
授業中の発音テスト（③）：15％

◎－－－　テキスト　－－－◎

窪薗晴夫『音声学・音韻論』、くろしお出版、1998年、
2160円。
ISBN: 4874241565

◎－－－　参考書　－－－◎

必要に応じて授業中に紹介します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語学概論を履修し、その内容を理解していることが望ま
しい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.導入、音声学の諸分野
2.調音器官：名称と働き
3.子音の記述方法：調音点、調音法、声帯振動
4.英語と日本語の子音①：発音記号、課題①
5.英語と日本語の子音②：子音の発音および聞き取り練
習、発音テスト①
6.母音の記述方法：舌の上下・前後位置、円唇性
7.英語と日本語の母音①：発音記号、課題②
8.英語と日本語の母音②：母音の発音および聞き取り練
習、発音テスト②
9.音素と異音①：概念と具体例
10.音素と異音②：条件異音の発音および聞き取り練習、
発音テスト③
11.英語と日本語の音声・音韻規則①：同化
12.英語と日本語の音声・音韻規則②：脱落、挿入
13.アクセント①：強勢アクセントとピッチアクセント
14.アクセント②：強勢とリズム
15.有標性、英語の方言



2019-1040000402-02英語音声学Ａ「LE2」

竹安　大

◎英語:A-2,A-3,B-1,C-1

1.①英語と日本語の違いを踏まえたうえで、英語の発音において日本人が注意
すべき点を具体例を挙げながら説明することができる。　(A-2)

2.②英語の子音・母音の特徴や音韻現象について、音声学・音韻論における諸
概念や基礎的な用語を用いて説明することができる。　(A-3)

3.③発音記号や英語の発音の規則（リズム、音の連結、脱落など）を理解し、
それらを踏まえて発音することができる。　(B-1)

4.④日常生活の様々な場面で起こる様々な音声・音韻的現象について関心を持
つ。　(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。



2019-1040000403-01英語音声学Ｂ「LE1」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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：2020/01/22　３時限　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　音声学は、いわゆる言語学の主要な一分野を形成していま
す。音声学の主な目的は音声言語に関するいろいろな事象を研
究・解明することにあります。音声は言語には欠くことのでき
ないものですから、音声学の知識は、ある言語を理解し研究す
る場合、必須のものといえるでしょう。
　この講義では、「一般音声学」の観点から音声学の基礎的事
項を説明すると共に、英語という「個別言語」に光をあて、そ
の音声的・音韻的特徴を明らかにしていきます。
　前期に続く本講義では、調音音声学の講義を行った後、音響
音声学を中心にして講義と実習を行います。ここでは、様々な
音声現象が物理的に解明されると共に、音響分析装置および
フォルマントなどについての講義が行われます。更には、音声
学実験室にて音響分析装置の使い方を学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語音声学の概念を理解し、基礎的用語について、例を用いて
解説できる。(知識・理解)

音響音声学の基礎的事項を理解し、説明 (記述) できる。(知
識・理解)

4技能のうち、聞く、話すということについてレベルを上げる
ことができる。(技能)

英語の音声面に関する学術的興味や探究心を有するようにな
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習：前回の授業の範囲を自分で見直し、授業中に配布
された資料を見ながら、何を学んだかを確認しておいて下さ
い。（少なくとも2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。
（2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　－－－◎

　定期試験 8 割、レポート・ノートチェック、講義中での発音
チェック等 2 割。設定した問題について、例を用いて説明 (記
述) できるかどうか、上記到達目標をどの程度達成できたかを
評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　ハンドアウト (プリント: 受講生一人につき 1 年間で総計
60 枚程度になります) を毎回配布し、 OHC を使用して講
義を行います。

◎－－－　参考書　－－－◎

(1) Ladeforged, Peter. 2000. A Course in Phonetics. Fort Worth,
TX.: Harcourt Brace College Publishers.　ISBN 0155073192
(2) Yamada, Eiji. 2010. Subsidiary Stresses in English. Tokyo:
Kaitakusha.　ISBN 978-4-7589-2151-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　英語学概論を履修していることが望ましいと思われま
す。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：前期試験の講評・解説と後期の導入
第２回：語と句 (1) Intonation
第３回：語と句の発音練習 (1) Intonation
第４回：語と句 (2) Given information, Old information, [+
falling], [+rising]
第５回：語と句の発音練習 (2) Given information, Old
information, [+falling], [+rising]
第６回：音波 (1) Physical sound
第７回：音波 (2) Oscillograph, Spectrograph
第８回：フォルマント (1) Vowels: 1st Formant, 2nd Formant,
etc.
第９回：フォルマント (2) Consonants
第10回：サウンドスぺクトログラフ (1) Voiced, Bilabial,
Alveolar
第11回：サウンドスぺクトログラフ (2) Velar, Retroflex,
Stop
第12回：サウンドスペクトログラフ (3) Fricative, Nasal,
Lateral, Approximant
第13回：音声学実験室にて実習 (1)  Group 1, 2
第14回：音声学実験室にて実習 (2)  Group 3, 4
第15回：纏め

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ (山田英二)
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)



2019-1040000403-01英語音声学Ｂ「LE1」

山田　英二

◎英語:A-2,A-3,B-1,C-1

1.英語音声学の概念を理解し、基礎的用語について、例を用いて解説できる。
　(A-2)

2.音響音声学の基礎的事項を理解し、説明 (記述) できる。　(A-3)

3.4技能のうち、聞く、話すということについてレベルを上げることができる。
　(B-1)

4.英語の音声面に関する学術的興味や探究心を有するようになる。　(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。



2019-1040000403-02英語音声学Ｂ「LE2」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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・３時限　　試験時間割：2020/01/22　３時限　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

この講義では、音声学・音韻論における様々な概念を解説し、
音声学・音韻論における分析の枠組みを用いて英語の発音の特
徴を明らかにしていきます。後期は、前期に学んだ調音音声学
の知識を基礎として、音響音声学および知覚音声学における分
析手法を学び、英語の発音の特徴を客観的に把握する力を身に
付けます。英語の発音の特徴をより深く理解することができる
よう、英語だけでなく普段無意識に使っている日本語について
も分析対象とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①音響分析ソフトを用いて音の長さ（持続時間）、高さ（基本
周波数）、強さ、フォルマント周波数などを計測して、英語の
子音や母音の特徴を述べることができる。(知識・理解)

②英語や日本語の個々の子音・母音が音声波形やスペクトログ
ラム上でどのように表されるのかを理解し、それらの特徴と調
音音声学における諸概念がどのように対応しているのかを説明
することができる。(知識・理解)

③自分の発音を客観的に分析し、より英語らしい発音に近づけ
ることができる。(技能)

④言語音を客観的に観察・分析することに関心を持つ。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前期の学習内容を基盤として、理論的な概念が音響的にどのよ
うに実現するのかを講義およびパソコンを使った実践形式で学
びます。
・身近な音声・音韻現象（英語または日本語に見られるもの）
について考え、分析する課題を定期的に課しますので、授業で
の学習内容を踏まえて自分なりの答えを事前に考えておいてく
ださい。（予習：120分程度）
・講義の内容は初めて学ぶ事柄が大半になると思われますの
で、毎回の授業内容について復習をしっかりと行ってくださ
い。単に音響分析の方法やスペクトログラムなどの見方を記憶
するだけでなく、それが調音音声学における諸概念とどのよう
に対応しているのかという観点から理解することが大切です。
（復習：60分）
・知識を得るだけでなく、それを実際に活用できるようにする
ことが重要です。音声学の知識を英語の発音や聞き取り能力向
上につなげるための練習を欠かさずに行ってください。（復
習：60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④について以下の方法で評価する。
定期試験（②）：50％
提出課題の内容（①・③・④）：50％

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし（教員がプリントを作成して配布します）

◎－－－　参考書　－－－◎

『音声の音響分析』（レイ・D.ケント、チャールズ・リー
ド著、海文堂出版）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語音声学Aを履修し、基礎的な調音音声学の知識を持っ
ていることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.導入、音響分析ソフト（praat）のインストール、設定
2.音響分析の基礎①：音響分析ソフトの使い方、課題①
3.音響分析の基礎②：持続時間の測定、課題②
4.音響分析の基礎③：基本周波数の測定、課題③
5.音響分析の基礎④：音の強さの測定、課題④
6.音響分析の基礎⑤：母音のフォルマントの測定、課題⑤
7.音響分析の基礎⑥：子音（共鳴音）のフォルマントの測
定、課題⑥
8.音響分析：応用編、課題⑦
9.平均の比較方法：t検定、課題⑧
10.知覚実験の基礎①：持続時間の操作、課題⑨
11.知覚実験の基礎②：基本周波数の操作、課題⑩
12.知覚実験の基礎③：知覚実験の手法
13.知覚実験の基礎④：知覚実験実施における留意点
14.知覚実験の基礎⑤：知覚実験のデザイン、知覚実験の
実施
15.知覚実験の基礎⑥：知覚実験結果の分析、課題⑪



2019-1040000403-02英語音声学Ｂ「LE2」

竹安　大

◎英語:A-2,A-3,B-1,C-1

1.①音響分析ソフトを用いて音の長さ（持続時間）、高さ（基本周波数）、強
さ、フォルマント周波数などを計測して、英語の子音や母音の特徴を述べるこ
とができる。　(A-2)

2.②英語や日本語の個々の子音・母音が音声波形やスペクトログラム上でどの
ように表されるのかを理解し、それらの特徴と調音音声学における諸概念がど
のように対応しているのかを説明することができる。　(A-3)

3.③自分の発音を客観的に分析し、より英語らしい発音に近づけることができ
る。　(B-1)

4.④言語音を客観的に観察・分析することに関心を持つ。　(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。



2019-1040000546-01英語学演習ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

 　本演習ではプログラミング言語のPrologによる自然言語（英語）の
処理の基礎を実践的に学んでいきます。
　まず講義形式の導入部分では、ことばと世界の対応関係を明示的に
モデル化してとらえようとする形式意味論の考え方に親しんだ後、
Prologはこの意味論的対応関係（の拡張版）に基づいて作動している
ことを直観的に把握することで、文系の学生が陥りがちなプログラミ
ングに対する「気おくれ」を取り除いてもらいます。
　次にテキストの読解と練習問題のプログラミングを一歩一歩こなし
ながら、Prologプログラミングの基本的な概念から最終目標である英
語の構文解析や意味処理へと向かっていきます。
　これらの知識・経験を基盤として、来年度の演習IIでは「英語を
ユーザーとのインターフェイスとするソフトウェア」の開発を目指し
ます。
　本演習で使用するPrologの処理系はSWI-Prologで、無料でダウン
ロードでき、MS-Windowsで利用できます。
　授業は毎回、担当チームがそれぞれ割当てのテキスト範囲の要旨を
たたき台として発表し、議論すべき点を実際にPrologを作動させて実
験しながら検証していく形で進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

プログラミングの問題点を分析的に見直し、自力で解決の方向性を見
出すことができる。(態度・志向性)

関連するプログラムから、必要とされる部分を抽象し、自分が作成し
ているプログラムへと編入することができる。(技能)

英語のコンピューター処理に必要な統語論に関して専門的知識を有し
ている。(知識・理解)

作成したプログラムのポイントを日常言語でわかりやすく表現し、他
者に伝えることができる。(技能)

英語で書かれたテキストを理解・考察し、その成果をまとめることが
できる。(技能)

アカデミックな英語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその情
報の組織化の方法に関して幅広い知識を有している。(知識・理解)

チームメイトと協力しながら発表をまとめていく社会性と協調性を有
している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・参加者全員が毎回の授業でカバーするテキストの範囲を読解し、練
習問題のプログラムを作成すること。（120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。

・授業時のパフォーマンス：50%　
　（基準：テキストおよびそこで提示されたプログラムの理解の的確
さ、発表のわかりやすさ、問題点の提示、チームメイトとの協力関
係）

・提出プログラム：50%
　(基準：プログラム作成にあたっての応用力と批判力、統語分析の
的確さ）

 
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

[1]　書名：Learn Prolog Now!
　　　 　[paperback]
　　 著者：P. Blackburn, J.Bos,　
　　　　　K. Striegnitz
　　 出版社: College Publications
　　 出版年：2006
　　 ISBN: 978-1904987178

金文堂(ヘリオス店)に予約販売の手配をしていますので、
学生証を提示して購入してください。

[2] 関連する文献は、授業時にプリントで配布するか、あ
るいはEメールの添付ファイルで送ります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

申込書を提出し、選考された学生のみ履修できます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. From Semantics to Prolog Programming1
2. From Semantics to Prolog Programming 2
3. From Semantics to Prolog Programming 3
4. Facts, Rules, and Queries (Chap. 1) 1
5. Facts, Rules, and Queries (Chap. 1) 2
6. Unification and Proof Search (Chap. 2) 1
7. Unification and Proof Search (Chap. 2) 2
8. Recursion (Chap. 3) 1
9. Recursion (Chap. 3) 2
10. Lists (Chap. 4) 1
11. Lists (Chap. 4) 2
12. Arithmetic (Chap. 5)
13. More Lists (Chap. 6)
14. Definite Clause Grammars (Chap. 7) 1
15. Definite Clause Grammars (Chap. 7) 2



2019-1040000546-01英語学演習ⅠＡ

多田　浩章

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.プログラミングの問題点を分析的に見直し、自力で解決の方向性を見出すこ
とができる。　(C-3)

2.関連するプログラムから、必要とされる部分を抽象し、自分が作成している
プログラムへと編入することができる。　(B-3)

3.英語のコンピューター処理に必要な統語論に関して専門的知識を有してい
る。　(A-3)

4.作成したプログラムのポイントを日常言語でわかりやすく表現し、他者に伝
えることができる。　(B-4)

5.英語で書かれたテキストを理解・考察し、その成果をまとめることができ
る。　(B-2)

6.アカデミックな英語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその情報の組
織化の方法に関して幅広い知識を有している。　(A-2)

7.チームメイトと協力しながら発表をまとめていく社会性と協調性を有してい
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。



2019-1040000546-02英語学演習ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　「プラトンの問い」というものがあります。
　「人は限られた経験（外界との限られた接触）しか持ち得な
いのにも関わらず、なぜかくも豊かな知識を共有しているの
か」というものです。
　この問いは、子どもの言語獲得の仕組みを説明する際に厄介
な問題となります。なぜ人は豊かな「ことば」の体系を、どの
子も同じように、短期間に獲得できるのでしょうか。子どもが
接することができる「言語資料（刺激）」は断片的•個人的であ
り、不十分で、（刺激としては）「乏しい」状態であるにも関
わらず、、、。
　この「乏しい刺激」という問いに対し、人類は長い間、答え
を与えることができませんでした。人がことばを獲得する仕組
みは「ものまね」「記憶」「一般化」「帰納法」などでは上手
く説明できません。言語学にとって最大の難所はこの「プラト
ンの問い」であり、これが大きく立ちはだかっていたのです。
　本ゼミでは、この問いに対する答えを探りたいと思います。
特に、ことばの「音」という観点から、英語音声学・音韻論と
いう枠組みを用いて核心に迫ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質（音声・音韻）に関して幅広い知識を有して
いる。(知識・理解)

英語音声学・音韻論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。(知識・理解)

英語音声学・音韻論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。(技能)

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。(技能)

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。
(技能)

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。(態度・志向性)

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。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 　事前学習：次回の授業の範囲に対して、必ず徹底的に準備
し、予習をしておいて下さい。（少なくとも１時間以上の事前
学習が必要です。）ゼミは発表や議論が中心です。音声に関す
る文献を徹底的に読む訓練を行い、人間の音声の一般的特徴を
学びつつ、英語や日本語などの音体系の特徴を議論します。
 　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　－－－◎

 　授業内での発表・発言・議論への参加度合い等を7割、レポー
ト3割。上記到達目標をどの程度達成できたかを評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

English Phonetics and Phonology (Carr 2013, Wiley-Blackwell)
ISBN978-1-4051-3454-5

◎－－－　参考書　－－－◎

(1) The Sound Pattern of English (Chomsky and Halle 1968,
Harper & Row)　ISBN 9780262530972
(2) An Essay on Stress (Halle and Vergnaud 1987, MIT Press)　
ISBN 0-262-08168-7
(3) Subsidiary Stresses in English (Yamada 2010, Kaitakusha)　
ISBN 978-4-7589-2151

◎－－－　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. Introduction
2. Place of Articulation
3. Manner of Articulation
4. Central vs Lateral
5. Secondary Articulation
6. The Primary Cardinal Vowels
7. RP and GA Short Vowels
8. RP and GA Long Vowels
9. The Phonemic Principle
10. English Phonemes
11. Constituency in Syllable Structure
12. The Sonority Hierarchy
13. Syllabic Consonants and Phonotactics
14. Syllable-Based Generalizations
15. Summing up

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ (山田英二)
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)



2019-1040000546-02英語学演習ⅠＡ

山田　英二

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.英語の言語的特質（音声・音韻）に関して幅広い知識を有している。　(A-2)

2.英語音声学・音韻論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-3)

3.英語音声学・音韻論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-2)

4.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-3)

5.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。　(B-4)

6.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-3)

7.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-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。



2019-1040000547-01英語学演習ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

 　本演習ではプログラミング言語のPrologによる自然言語（英語）の
処理の基礎を実践的に学んでいきます。
　まず講義形式の導入部分では、ことばと世界の対応関係を明示的に
モデル化してとらえようとする形式意味論の考え方に親しんだ後、
Prologはこの意味論的対応関係（の拡張版）に基づいて作動している
ことを直観的に把握することで、文系の学生が陥りがちなプログラミ
ングに対する「気おくれ」を取り除いてもらいます。
　次にテキストの読解と練習問題のプログラミングを一歩一歩こなし
ながら、Prologプログラミングの基本的な概念から最終目標である英
語の構文解析や意味処理へと向かっていきます。
　これらの知識・経験を基盤として、来年度の演習IIでは「英語を
ユーザーとのインターフェイスとするソフトウェア」の開発を目指し
ます。
　本演習で使用するPrologの処理系はSWI-Prologで、無料でダウン
ロードでき、MS-Windowsで利用できます。
　授業は毎回、担当チームがそれぞれ割当てのテキスト範囲の要旨を
たたき台として発表し、議論すべき点を実際にPrologを作動させて実
験しながら検証していく形で進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

プログラミングの問題点を分析的に見直し、自力で解決の方向性を見
出すことができる。(態度・志向性)

関連するプログラムから、必要とされる部分を抽象し、自分が作成し
ているプログラムへと編入することができる。(技能)

英語のコンピューター処理に必要な統語論に関して専門的知識を有し
ている。(知識・理解)

作成したプログラムのポイントを日常言語でわかりやすく表現し、他
者に伝えることができる。(技能)

英語で書かれたテキストを理解・考察し、その成果をまとめることが
できる。(技能)

アカデミックな英語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその情
報の組織化の方法に関して幅広い知識を有している。(知識・理解)

チームメイトと協力しながら発表をまとめていく社会性と協調性を有
している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・参加者全員が毎回の授業でカバーするテキストの範囲を読解し、練
習問題のプログラムを作成すること。(120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。

・授業時のパフォーマンス：50%　
　（基準：テキストおよびそこで提示されたプログラムの理解の的確
さ、発表のわかりやすさ、問題点の提示、チームメイトとの協力関
係）

・提出プログラム：50%
　(基準：プログラム作成にあたっての応用力と批判力、統語分析の
的確さ）

 
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

[1]　書名：Learn Prolog Now!
　　　 　[paperback]
　　 著者：P. Blackburn, J.Bos,　
　　　　　K. Striegnitz
　　 出版社: College Publications
　　 出版年：2006
　　 ISBN: 978-1904987178

金文堂(ヘリオス店)に予約販売の手配をしていますので、
学生証を提示して購入してください。

[2] 関連する文献は、授業時にプリントで配布するか、あ
るいはEメールの添付ファイルで送ります。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

申込書を提出し、選考された学生のみ履修できます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Review
2. More Definite Clause Grammars (Chap. 8) 1
3. More Definite Clause Grammars (Chap. 8) 2
4. A Closer Look at Terms (Chap. 9) 1
5. A Closer Look at Terms (Chap. 9) 2
6. Cuts and Negation (Chap. 10)
7. Database Manipulation and Collecting
Solutions (Chap. 11)
8. Working with Files (Chap. 12)
9. Expert Systems 1
10. Expert Systems 2
11．Expert Systems 3
12．From DCG to Semantic Processing 1
13．From DCG to Semantic Processing 2
14．From DCG to Semantic Processing 3
15．From DCG to Semantic Processing 4



2019-1040000547-01英語学演習ⅠＢ

多田　浩章

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.プログラミングの問題点を分析的に見直し、自力で解決の方向性を見出すこ
とができる。　(C-3)

2.関連するプログラムから、必要とされる部分を抽象し、自分が作成している
プログラムへと編入することができる。　(B-3)

3.英語のコンピューター処理に必要な統語論に関して専門的知識を有してい
る。　(A-3)

4.作成したプログラムのポイントを日常言語でわかりやすく表現し、他者に伝
えることができる。　(B-4)

5.英語で書かれたテキストを理解・考察し、その成果をまとめることができ
る。　(B-2)

6.アカデミックな英語の言語的特質（語彙・文法・用法）およびその情報の組
織化の方法に関して幅広い知識を有している。　(A-2)

7.チームメイトと協力しながら発表をまとめていく社会性と協調性を有してい
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。



2019-1040000547-02英語学演習ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

山田　英二

◎－－－　概要　－－－◎

　「プラトンの問い」というものがあります。
　「人は限られた経験（外界との限られた接触）しか持ち得な
いのにも関わらず、なぜかくも豊かな知識を共有しているの
か」というものです。
　この問いは、子どもの言語獲得の仕組みを説明する際に厄介
な問題となります。なぜ人は豊かな「ことば」の体系を、どの
子も同じように、短期間に獲得できるのでしょうか。子どもが
接することができる「言語資料（刺激）」は断片的•個人的であ
り、不十分で、（刺激としては）「乏しい」状態であるにも関
わらず、、、。
　この「乏しい刺激」という問いに対し、人類は長い間、答え
を与えることができませんでした。人がことばを獲得する仕組
みは「ものまね」「記憶」「一般化」「帰納法」などでは上手
く説明できません。言語学にとって最大の難所はこの「プラト
ンの問い」であり、これが大きく立ちはだかっていたのです。
　本ゼミでは、この問いに対する答えを探りたいと思います。
特に、ことばの「音」という観点から、英語音声学・音韻論と
いう枠組みを用いて核心に迫ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質（音声・音韻）に関して幅広い知識を有して
いる。(知識・理解)

英語音声学・音韻論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。(知識・理解)

英語音声学・音韻論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。(技能)

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。(技能)

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。
(技能)

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(態度・志向性)

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。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：次回の授業の範囲に対して、必ず徹底的に準備し、
予習をしておいて下さい。（少なくとも１時間以上の事前学習
が必要です。）ゼミは発表や議論が中心です。音声に関する文
献を徹底的に読む訓練を行い、人間の音声の一般的特徴を学び
つつ、英語や日本語などの音体系の特徴を議論します。
　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　－－－◎

　授業内での発表・発言・議論への参加度合い等を7割、レポー
ト3割。上記到達目標をどの程度達成できたかを評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

English Phonetics and Phonology (Carr 2013, Wiley-Blackwell)
ISBN978-1-4051-3454-5

◎－－－　参考書　－－－◎

(1) The Sound Pattern of English (Chomsky and Halle 1968,
Harper & Row)　ISBN 9780262530972
(2) An Essay on Stress (Halle and Vergnaud 1987, MIT Press)　
ISBN 0-262-08168-7
(3) Subsidiary Stresses in English (Yamada 2010, Kaitakusha)　
ISBN 978-4-7589-2151

◎－－－　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 Rhythm of English
2. English Word Stress
3. Word Stress Assignment in Morphologically Simple Words
4. Word Stress Assignment and Morphological Structure
5. More on the Trochaic Metrical Foot
6. Prepresenting Metrical Structure
7. Phonological Generalizations and Foot Structure
8. Tonic Syllables
9. IPs and Syntactic Units
10. Vowel Graphemes and Their Phonemic Accents
11. Perceptual and Articulatory Space
12. Some British Accents
13. Two American Accents
14. Two Southern Hemisphere Accents
15. Summing up

◎－－－　URL　－－－◎

ホームページ (山田英二)
(http://eym.sakura.ne.jp/public_html/)
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山田　英二

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.英語の言語的特質（音声・音韻）に関して幅広い知識を有している。　(A-2)

2.英語音声学・音韻論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-3)

3.英語音声学・音韻論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-2)

4.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-3)

5.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。　(B-4)

6.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　(C-3)

7.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-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。



2019-1040000548-01英語学演習ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

このゼミでは、人間の聴覚の特徴や、音（人間の声に限らず、
音楽など言語音以外の音も含む）の一般的特徴を踏まえて、英
語と日本語の音声の特徴を明らかにし、それらの原理を実際の
英語の発音や聞き取りに生かしていく方法を学びます。
ゼミは発表や議論が中心で、文献を読んだり簡単な実験を行い
ながら、人間の音声や聴覚の一般的特徴を学び、英語と日本語
の音体系の特徴を議論します。各自が選んだテーマによる卒業
論文（または卒業研究）の執筆の指導も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①言語音の一般的特徴を踏まえて、英語や日本語の特徴を自分
の言葉で説明することができる。(知識・理解)

②音声学・音韻論における研究動向を把握し、自分の言葉で背
景や論点を説明することができる。(知識・理解)

③音声学・音韻論の先行研究の内容を踏まえながら、未解決の
テーマを見出して調査・実験を行い、結果を分析してまとめる
ことができる。(技能)

④図書館やインターネットなどを利用して適切な文献や情報を
集めることができる。(技能)

⑤自分が収集した情報の妥当性を検証、分析した上で、その内
容を自分の言葉でわかりやすく他者に伝えることができる。
(技能)

⑥音声学・音韻論の分野における問題を発見し、その解決にむ
けて客観的な手法を用いながら取り組む姿勢を持つ。(態度・
志向性)

⑦自分とは異なる考えを持つ人に対しても、相手の意見や立場
を尊重しながら自分の意見や立場を明確にし、建設的な意見交
換をする姿勢を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

ゼミは発表や議論が中心です。主に、本や文献を読んでその内
容を発表してもらう場合と、自分が決めたテーマ・題材に基づ
いてデータを集めて発表してもらう場合があります。本・文献
の発表の場合は、自分が担当になっている回に頑張るのはもち
ろんですが、自分が担当に当たっていないときでも、文献を
しっかりと読み込んでくるようにしてください。（予習：4時
間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～③について以下の方法で評価する。
本・文献の紹介および自分の研究の発表（①・②・③）：50％
質疑（他人の発表時の質問回数・内容）（③）：25％
レポート（①・②・③）：25%
※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（教員または発表者がプリントを準備）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語学演習IA, Bを履修し、音声学・音韻論に関する基本的
な知識を有することを履修の前提とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 発表および質疑
3. 発表および質疑
4. 発表および質疑
5. 発表および質疑
6. 発表および質疑
7. 発表および質疑
8. 発表および質疑
9. 発表および質疑
10. 発表および質疑
11. 発表および質疑
12. 発表および質疑
13. 発表および質疑
14. 発表および質疑
15. 発表および質疑



2019-1040000548-01英語学演習ⅡＡ

竹安　大

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①言語音の一般的特徴を踏まえて、英語や日本語の特徴を自分の言葉で説明
することができる。　(A-2)

2.②音声学・音韻論における研究動向を把握し、自分の言葉で背景や論点を説
明することができる。　(A-3)

3.③音声学・音韻論の先行研究の内容を踏まえながら、未解決のテーマを見出
して調査・実験を行い、結果を分析してまとめることができる。　(B-2)

4.④図書館やインターネットなどを利用して適切な文献や情報を集めることが
できる。　(B-3)

5.⑤自分が収集した情報の妥当性を検証、分析した上で、その内容を自分の言
葉でわかりやすく他者に伝えることができる。　(B-4)

6.⑥音声学・音韻論の分野における問題を発見し、その解決にむけて客観的な
手法を用いながら取り組む姿勢を持つ。　(C-3)

7.⑦自分とは異なる考えを持つ人に対しても、相手の意見や立場を尊重しなが
ら自分の意見や立場を明確にし、建設的な意見交換をする姿勢を持つ。　(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。



2019-1040000548-02英語学演習ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

本演習では，認知言語学の枠組みをベースとし，日本語を母語
とする英語学習者のスピーキングとライティングの特徴につい
て調査・分析を行う。３年次に履修した「英語学演習IA/IB」
を通して行った調査で収集したデータを基に，各自の研究テー
マを設定し，文献調査，データ分析等を行う。研究の過程およ
び分析結果を，プレゼンテーションを通じてゼミ内で共有し，
ディスカッションを通して，卒業論文（ゼミ論文）執筆に向け
て各自の研究をさらに進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①言語使用者の出来事のとらえ方が言語に表れていることにつ
いて理解している(知識・理解)

②応用認知言語学および英語教育研究について基礎的な知識を
有している(知識・理解)

③応用認知言語学または英語教育研究の分野の簡単な研究を行
い，その成果をまとめることができる(技能)

④データを適確に収集し，リサーチレポートを作成することが
できる(技能)

⑤自分の研究内容について，分かりやすく論理的な研究発表が
できる(技能)

⑥適確なリサーチクェスチョンを立て，研究活動を行うことが
出来る(態度・志向性)

⑦ゼミ内で積極的にディスカッションを行い，協働して研究活
動ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業外の時間を使って，以下の活動に取り組んでもらいます。
　・指定された先行研究を読む （30分）
　・データの分析を行う（60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。

授業中の活動への積極的な参加（ディスカッション，プレゼン
テーションに対する質疑応答等）　30％
プレゼンテーション（２回）40％
最終レポート　30％

日本語と英語の違い，日本語を母語とする学習者の英語の学習
について基本的な知識を有しているかどうか，また基本的なリ
サーチスキルを身につけているかどうかを評価の基準としま
す。
授業中の活動への積極的な参加で③，⑥，⑦を，プレゼンテー
ションで①，②，③，⑤，⑥を最終レポートで①、②、③、
④，⑥を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回　データの概要と分析方法（ライティング）
第３回　データの概要と分析方法（スピーキング）
第４回　研究テーマに関するプレゼンテーション
第５回　データの分析 （１）
第6回　データの分析（２）
第7回　データの分析結果に関する中間プレゼンテーショ
ン （１）
第8回　データの分析結果に関する中間プレゼンテーショ
ン （２）
第9回　データの分析（３）
第10回　データの分析（４）
第11回　データの分析（５）
第12回　データの分析結果に関する最終プレゼンテーショ
ン （１）
第13回　データの分析結果に関する最終プレゼンテーショ
ン （２）
第14回　データの分析結果に関する最終プレゼンテーショ
ン （３）
第15回　まとめ



2019-1040000548-02英語学演習ⅡＡ

長　加奈子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①言語使用者の出来事のとらえ方が言語に表れていることについて理解して
いる　(A-2)

2.②応用認知言語学および英語教育研究について基礎的な知識を有している　
(A-3)

3.③応用認知言語学または英語教育研究の分野の簡単な研究を行い，その成果
をまとめることができる　(B-2)

4.④データを適確に収集し，リサーチレポートを作成することができる　(B-3)

5.⑤自分の研究内容について，分かりやすく論理的な研究発表ができる　(B-4)

6.⑥適確なリサーチクェスチョンを立て，研究活動を行うことが出来る　(C-3)

7.⑦ゼミ内で積極的にディスカッションを行い，協働して研究活動ができる　
(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。



2019-1040000549-01英語学演習ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

竹安　大

◎－－－　概要　－－－◎

このゼミでは、人間の聴覚の特徴や、音（人間の声に限らず、
音楽など言語音以外の音も含む）の一般的特徴を踏まえて、英
語と日本語の音声の特徴を明らかにし、それらの原理を実際の
英語の発音や聞き取りに生かしていく方法を学びます。
ゼミは発表や議論が中心で、文献を読んだり簡単な実験を行い
ながら、人間の音声や聴覚の一般的特徴を学び、英語と日本語
の音体系の特徴を議論します。
各自が選んだテーマによる卒業論文（または卒業研究）の執筆
の指導も行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①言語音の一般的特徴を踏まえて、英語や日本語の特徴を自分
の言葉で説明することができる。(知識・理解)

②音声学・音韻論における研究動向を把握し、自分の言葉で背
景や論点を説明することができる。(知識・理解)

③音声学・音韻論の先行研究の内容を踏まえながら、未解決の
テーマを見出して調査・実験を行い、結果を分析してまとめる
ことができる。(技能)

④図書館やインターネットなどを利用して適切な文献や情報を
集めることができる。(技能)

⑤自分が収集した情報の妥当性を検証、分析した上で、その内
容を自分の言葉でわかりやすく他者に伝えることができる。
(技能)

⑥音声学・音韻論の分野における問題を発見し、その解決にむ
けて客観的な手法を用いながら取り組む姿勢を持つ。(態度・
志向性)

⑦自分とは異なる考えを持つ人に対しても、相手の意見や立場
を尊重しながら自分の意見や立場を明確にし、建設的な意見交
換をする姿勢を持つ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

ゼミは発表や議論が中心です。主に、本や文献を読んでその内
容を発表してもらう場合と、自分が決めたテーマ・題材に基づ
いてデータを集めて発表してもらう場合があります。本・文献
の発表の場合は、自分が担当になっている回に頑張るのはもち
ろんですが、自分が担当に当たっていないときでも、文献を
しっかりと読み込んでくるようにしてください。（予習：4時
間程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～③について以下の方法で評価する。
本・文献の紹介および自分の研究の発表（①・②・③）：50％
質疑（他人の発表時の質問回数・内容）（③）：25％
レポート（①・②・③）：25%
※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（教員または発表者がプリントを準備）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語学演習IA, Bを履修し、音声学・音韻論に関する基本的
な知識を有することを履修の前提とする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. 発表および質疑
3. 発表および質疑
4. 発表および質疑
5. 発表および質疑
6. 発表および質疑
7. 発表および質疑
8. 発表および質疑
9. 発表および質疑
10. 発表および質疑
11. 発表および質疑
12. 発表および質疑
13. 発表および質疑
14. 発表および質疑
15. 発表および質疑



2019-1040000549-01英語学演習ⅡＢ

竹安　大

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①言語音の一般的特徴を踏まえて、英語や日本語の特徴を自分の言葉で説明
することができる。　(A-2)

2.②音声学・音韻論における研究動向を把握し、自分の言葉で背景や論点を説
明することができる。　(A-3)

3.③音声学・音韻論の先行研究の内容を踏まえながら、未解決のテーマを見出
して調査・実験を行い、結果を分析してまとめることができる。　(B-2)

4.④図書館やインターネットなどを利用して適切な文献や情報を集めることが
できる。　(B-3)

5.⑤自分が収集した情報の妥当性を検証、分析した上で、その内容を自分の言
葉でわかりやすく他者に伝えることができる。　(B-4)

6.⑥音声学・音韻論の分野における問題を発見し、その解決にむけて客観的な
手法を用いながら取り組む姿勢を持つ。　(C-3)

7.⑦自分とは異なる考えを持つ人に対しても、相手の意見や立場を尊重しなが
ら自分の意見や立場を明確にし、建設的な意見交換をする姿勢を持つ。　(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。



2019-1040000549-02英語学演習ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

長　加奈子

◎－－－　概要　－－－◎

本演習では，認知言語学の枠組みをベースとし，日本語を母語
とする英語学習者のスピーキングとライティングの特徴につい
て調査・分析を行う。３年次に履修した「英語学演習IA/IB」
を通して行った調査で収集したデータおよび「英語学演習
IIA」で分析したデータを基に，各自の研究テーマに関して，
研究を行う。研究の過程および分析結果を，プレゼンテーショ
ンを通じてゼミ内で共有し，ディスカッションを通して，卒業
論文（ゼミ論文）執筆に向けて各自の研究をさらに進めてい
く。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①言語使用者の出来事のとらえ方が言語に表れていることにつ
いて理解している(知識・理解)

②応用認知言語学および英語教育研究について基礎的な知識を
有している(知識・理解)

③応用認知言語学または英語教育研究の分野の簡単な研究を行
い，その成果をまとめることができる(技能)

④データを適確に収集し，リサーチレポートを作成することが
できる(技能)

⑤自分の研究内容について，分かりやすく論理的な研究発表が
できる(技能)

⑥適確なリサーチクェスチョンを立て，研究活動を行うことが
出来る(態度・志向性)

⑦ゼミ内で積極的にディスカッションを行い，協働して研究活
動ができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業外の時間を使って，以下の活動に取り組んでもらいます。
　・指定された先行研究を読む （30分）
　・データの分析を行う（60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。

授業中の活動への積極的な参加（ディスカッション，プレゼン
テーションに対する質疑応答等）　20％
プレゼンテーション（3回）30％
最終レポート　50％

日本語と英語の違い，日本語を母語とする学習者の英語の学習
について基本的な知識を有しているかどうか，また基本的なリ
サーチスキルを身につけているかどうかを評価の基準としま
す。
授業中の活動への積極的な参加で③，⑥，⑦を，プレゼンテー
ションで①，②，③，⑤，⑥を最終レポートで①、②、③、
④，⑥を評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリント

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション
第２回　卒業論文の構成
第３回　卒業論文のアウトラインの作成
第４回　先行研究の問題点に関するプレゼンテーション
（１）
第５回　先行研究の問題点に関するプレゼンテーション
（２）
第6回　先行研究の問題点に関するプレゼンテーション
（３）
第7回　先行研究の問題点に関するプレゼンテーション
（４）
第8回　データの分析結果のまとめ方
第9回　分析結果に関するプレゼンテーション （１）
第10回　分析結果に関するプレゼンテーション （２）
第11回　分析結果に関するプレゼンテーション （３）
第12回　分析結果に関するプレゼンテーション （４）
第13回　最終プレゼンテーション（１）
第14回　最終プレゼンテーション（２）
第15回　まとめ



2019-1040000549-02英語学演習ⅡＢ

長　加奈子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①言語使用者の出来事のとらえ方が言語に表れていることについて理解して
いる　(A-2)

2.②応用認知言語学および英語教育研究について基礎的な知識を有している　
(A-3)

3.③応用認知言語学または英語教育研究の分野の簡単な研究を行い，その成果
をまとめることができる　(B-2)

4.④データを適確に収集し，リサーチレポートを作成することができる　(B-3)

5.⑤自分の研究内容について，分かりやすく論理的な研究発表ができる　(B-4)

6.⑥適確なリサーチクェスチョンを立て，研究活動を行うことが出来る　(C-3)

7.⑦ゼミ内で積極的にディスカッションを行い，協働して研究活動ができる　
(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。



2019-1040000608-01英語学特講ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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：水・４時限　　試験時間割：2019/07/30　５時限　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義の目標は、ことばの意味を研究する学問である「意
味論」の基本的知識を実践的に使えるように学習し、日常生活
でことばの意味の問題に直面する場面（たとえば、友人と会話
をしているときに、ことばの使い方が気になる場合）でも、自
然に意味論的な分析ができるようになっていただくことです。
　毎回プリントを配布して、授業計画で示したテキストの該当
部分のポイントを講義し、私が作成したオリジナル問題にその
場でチャレンジしてもらい、最後に解説をするというかたちで
授業を進めていきます。
　みなさんに授業中にやっていただく課題として、「広告の文
句の分析」、「日本人の英語の誤用の実例の分析」、「前置詞
の多義性のヴィジュアル化」、「類別詞（～本、～枚、～粒な
ど）の認知的分析」、「英語の擬音語動詞が移動動詞に格上げ
される条件」など多様なものをとりそろえてあります。
　授業中にみなさんに知恵を振り絞って課題をやっていただく
ことが一番大切なことなので、遅刻せずにきちんと出席して知
性と感性を最大限に活性化して授業に臨んでください。そして
授業時に受けた刺激をもとにして、自らテーマを選びレポート
の形で結実させてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語（および日本語）の語彙・構文の意味的特質に関して幅広
い知識を有している。(知識・理解)

英語（および日本語）に関する意味論研究の基本的な方法に関
して専門的な知識を有していて、実例に応用することができ
る。(知識・理解)

英語（および日本語）の様々な意味論的現象に対する学術的興
味と探究心を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画で示したテキストの該当部分を予習として読んでく
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、割合、基準により評価し
ます。

・毎回の学習状況：３５％（基準：意味論的現象に対する学術
的興味と探究心）
・レポート：２５％　（基準：実例に応用された意味論的知
識・方法）
・定期試験：４０％ 　（基準：意味的現象の知識と分析方法）
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

1.「英語の意味（テイクオフ英語学シリーズ３）」池上嘉
彦（大修館）
　　ISBN4-469-14137-2  1600円
2. プリント

◎－－－　授業計画　－－－◎

[1]1章 日常の言語生活の中の「意味論」
[2]2章 1「意味」の意味～2.3「嘘」
[3]2章 2.4 比喩～2.7 差別表現
[4]3章 1 辞書を作るということ～1.9「辞
　　　　書」を読む
[5]3章 2 英和辞典と英英辞典～3.3 外国
　　　　語としての英語学習者のための辞書
[6]3章 6「外国人のための英英辞典」の与
　　　　えてくれる情報
[7]4章 1 はじめに～3 反意性
[8]4章 4 タクソノミーと基本レベル～
　　　　7 構成性の原理とゲシュタルト
[9]4章 8 意味の比較～8.3 英語の運動の
　　　　動詞
[10] レポートのテーマについてのディスカ
　　　ッション
[11]5章 1 はじめに～2 問題の所在
[12]5章 3「文法」と「意味」のレベル
[13]5章 4 構文と意味～4.2 前置詞句と間
　　　　接目的語の交替
[14]5章 4.3 直接目的語と前置詞句の交替
　　　　～4.4 従属不定詞句の目的語から
　　　　主文の主語へ
[15]　まとめと定期試験に関する諸注意



2019-1040000608-01英語学特講ⅠＡ

多田　浩章

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.英語（および日本語）の語彙・構文の意味的特質に関して幅広い知識を有し
ている。　(A-2)

2.英語（および日本語）に関する意味論研究の基本的な方法に関して専門的な
知識を有していて、実例に応用することができる。　(A-3)

3.英語（および日本語）の様々な意味論的現象に対する学術的興味と探究心を
有している。　(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。



2019-1040000609-01英語学特講ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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・４時限　　試験時間割：2020/01/24　５時限　　

多田　浩章

◎－－－　概要　－－－◎

　この講義の目標は、ことばの意味を研究する学問である「意
味論」の基本的知識を実践的に使えるように学習し、日常生活
でことばの意味の問題に直面する場面（たとえば、友人と会話
をしているときに、ことばの使い方が気になる場合）でも、自
然に意味論的な分析ができるようになっていただくことです。
　毎回プリントを配布して、授業計画で示したテキストの該当
部分のポイントを講義し、私が作成したオリジナル問題にその
場でチャレンジしてもらい、最後に解説をするというかたちで
授業を進めていきます。
　みなさんに授業中やっていただく課題として、「漫画におけ
る＜文字通りの意味＞と＜伝えられる意味＞の分析」、「概念
的メタファーと融合メタファーの分析」、「子供の語彙習得に
関する実験の分析」、「世界の諸言語における基礎色彩語彙に
関する普遍特性の分析」、「芭蕉の俳句における意味の重層性
の分析」など多様なものをとりそろえてあります。
　授業中にみなさんに知恵を振り絞って課題をやっていただく
ことが一番大切なことなので、遅刻せずにきちんと出席して知
性と感性を最大限に活性化して授業に臨んでください。そして
授業時に受けた刺激をもとにして、自らテーマを選びレポート
の形で結実させてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語（および日本語）の語彙・構文の意味的特質に関して幅広
い知識を有している。(知識・理解)

英語（および日本語）に関する意味論研究の基本的な方法に関
して専門的な知識を有している。(知識・理解)

英語（および日本語）における様々な意味論的現象に対する学
術的興味と探究心を有している。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業計画で示したテキストの該当部分を予習として読んでく
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、割合、基準により評価し
ます。

・毎回の学習状況：３５％（基準：意味論的現象に対する学術
的興味と探究心）
・レポート：２５％　（基準：実例に応用された意味論的知
識・方法）
・定期試験：４０％ 　（基準：意味的現象の知識と分析方法）
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

1.「英語の意味（テイクオフ英語学シリーズ３）」池上嘉
彦（大修館）
　　ISBN4-469-14137-2  1600円
2. プリント

◎－－－　授業計画　－－－◎

[1]6章1「文字通りの意味」と「伝えられる
　　　意味」～2.3背景となる知識
[2]6章 2.4 会話の原則～3 会話の含意
[3]6章 4 メタファーの位置づけ～
　　　　6 まとめ
[4]7章 1 語の意味変化～2.3 語彙体系の
　　　　変化
[5]7章 3 意味変化のしくみ～3.4 語形の
　　　　近接性
[6]7章 4 文法化～5.3 主観化
[7]8章 1 意味習得の前段階～4.2 語の組
　　　　み合わせと意味関係
[8]8章 5 概念形成と意味の組織化～
　　　　5.6 習得順序の一般傾向
[9]8章 6 比喩的な意味～6.3 新しい意味
　　　　と比喩
[10] レポートのテーマについてのディスカ
　　　ッション
[11]9章 1「分節」の体系としての言語～
　　　　4「色彩用語」における普遍性と相
　　　　対性
[12]9章 5 英語と日本語の対照例～5.6 働
　　　　　きかけと使役
[13]10章 1 ＜ことば＞としての文学～
　　　　　3 ＜ことば＞の芸術の諸相
[14]10章 3.1 予測性の低さ～3.6 受け手
　　　　　の側の主体的な参加
[15]　まとめと定期試験に関する諸注意



2019-1040000609-01英語学特講ⅠＢ

多田　浩章

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.英語（および日本語）の語彙・構文の意味的特質に関して幅広い知識を有し
ている。　(A-2)

2.英語（および日本語）に関する意味論研究の基本的な方法に関して専門的な
知識を有している。　(A-3)

3.英語（および日本語）における様々な意味論的現象に対する学術的興味と探
究心を有している。　(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。



2019-1040000512-01英語学特講ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　私たちが母語を自由に駆使できるのは、母語に関する言語知
識が私たちの脳に内在しているからであると考えられていま
す。では、この言語知識、すなわち文法とは具体的にどういう
ものなのでしょうか？また、それはどのように習得され、どの
ように使用されるのでしょうか？さらには、その言語知識の習
得を可能にするような、人間という種のみに生得的に備わって
いると仮定されている言語機能（language faculty)の性質やその
起源と進化はどのようになっているのでしょうか？これらの問
いに答えることが、生物言語学あるいは進化言語学の一つの仕
事です。
　本講義は、そのような生物言語学あるいは進化言語学を中心
に、考察していくことによって、人間の言語機能の解明に迫り
ます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．英語という言語の特質を、人間言語という広い観点から理
解する。(知識・理解)

２．英語を含む人間言語の起源と進化を理解する。(知識・理
解)

３．人間言語の起源と進化を理解することによって、今後英語
という言語を研究していく動機付けが強化される。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲のハンドアウトを事前に読んでおくこ
と。（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、発表）：４０％
定期試験（到達目標の１と２に基づく）：６０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

Tallerman M.&K.R.Gibson (eds.)(2012) The Oxford Handbook
of Language Evolution, Oxford University Press.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

『英語学概論A,B』を履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction
２．ヒトの誕生と進化
３．ヒトのことば
４．人間の『言語』と動物の『言語』I
５．人間の『言語』と動物の『言語』II
６．人間の『言語』と動物の『言語』III
７．言語の進化I
８．言語の進化II
９．言語の進化III
１０．言語の進化IV
１１．言語類型論I
１２．言語類型論II
１３．言語類型論III
１４．言語類型論IV
１５．まとめ



2019-1040000512-01英語学特講ⅡＡ

久保　善宏

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.１．英語という言語の特質を、人間言語という広い観点から理解する。　
(A-2)

2.２．英語を含む人間言語の起源と進化を理解する。　(A-3)

3.３．人間言語の起源と進化を理解することによって、今後英語という言語を
研究していく動機付けが強化される。　(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。



2019-1040000513-01英語学特講ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/23　２時限　　

久保　善宏

◎－－－　概要　－－－◎

　手話には、アメリカ手話、イギリス手話、ニカラグア手話、
中国手話、日本手話、など様々なタイプがあります。いずれの
手話も人間言語の一つとして内部構造、すなわち文法を有して
います。手話は単なるパントマイムの一種ではないのです。で
は、アメリカ手話、イギリス手話、日本手話の文法とはいかな
るものでしょうか？それらの手話の文法と英語、日本語という
個別言語の文法には、どのような共通点と相違点があるので
しょうか？また、個別言語の中に共通点と相違点があるよう
に、手話の中にも共通点と相違点があります。では、どのよう
な共通点と相違点があるのでしょうか？
　本講義は、そのような手話と個別言語を比較していくことに
よって、人間言語の本質の解明に迫ります。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．手話に関する知識を身に付ける。(知識・理解)

２．日英の手話と言語を比較することによって、人間言語とし
ての日英語の性質を理解する。(知識・理解)

３．手話と個別言語を比較していくことによって、ことばとい
うものを深く考えていくようになり、英語という言語をさらに
勉強していく動機付けが強化される。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲のハンドアウトを事前に読んでおくこ
と。（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、発表）：３０％
プレゼンテーション（手話）（到達目標の１と２に基づく）：
３０％
定期試験（到達目標の１と２に基づく）：４０％

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しません。

◎－－－　参考書　－－－◎

Baker Anne et al. (eds.)(2016) The Linguistics of Sign
Languages John Benjamins Publishing Company.
Moravcsik　Edith　A. (2013) Introducing Language Typology,
Cambridge University Press.
Song Jae Jung (ed.)(2011) The Oxford Handbook of Linguistic
Typology, Oxford University Press.
 

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

『英語学概論A,B』を履修していることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．Introduction
２．手話、パントマイム、ジェスチャー
３．手話の歴史
４．手話の習得
５．手話の構成素I
６．手話の構成素II
７．手話の統語論：単文I
８．手話の統語論：単文II
９．手話の統語論：単文III
１０．手話の統語論：複文I
１１．手話の統語論：複文II
１２．手話の統語論：複文III
１３．プレゼンテーション（手話）
１４．プレゼンテーション（手話）
１５．プレゼンテーション（手話）、まとめ



2019-1040000513-01英語学特講ⅡＢ

久保　善宏

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.１．手話に関する知識を身に付ける。　(A-2)

2.２．日英の手話と言語を比較することによって、人間言語としての日英語の
性質を理解する。　(A-3)

3.３．手話と個別言語を比較していくことによって、ことばというものを深く
考えていくようになり、英語という言語をさらに勉強していく動機付けが強化
される。　(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。



2019-1040000655-01英語圏地域研究Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　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・２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、英語を母語とする国を中心にして、公用語や第
二言語を英語に掲げている世界の地域と地理的分布を知り、そ
れぞれの地域の言語的特質や文化的特徴について学習します。
英語を母語とする国としてイギリス、アメリカ、オーストラリ
ア、ニュージーランド、カナダ、アイルランドなどが挙げられ
ますが、これらの国以外でも主に英語を使う地域はたくさんあ
り、国では50か国以上あります。また、英語圏以外にも世界に
はスペイン語圏やフランス語圏など訪れる場所によって主に使
われる言語が変わってきます。みなさんは現在学んでいる英語
を使って何をしたいでしょうか。前期は世界において英語が使
われている地域はどのようなところであり、どのような理由で
英語が使われるようになったのか、といった歴史的背景も踏ま
えて、言語、食事、ライフスタイル、音楽、娯楽、スポーツな
どの観点から英語圏地域の特色をとらえます。また、みなさん
が将来、旅行、短期語学研修や留学、ワーキングホリデーなど
に挑戦するさいの参考にもなるようにそれぞれの英語圏地域の
文化的背景も紹介します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏地域の言語的特質と文化的背景を理解し、知識を有する
ことができるようになる。(知識・理解)

英語圏地域について書かれた英語の文章を理解し、その内容を
まとめることができるようになる。(知識・理解)

さまざまな媒体から英語圏地域に関する情報を集める事がで
き、なおかつそれをまとめることができるようになる。(知
識・理解)

英語圏地域に関する言語の特質や文化の特質に対する興味・関
心を有するようになる。(態度・志向性)

英語圏地域に関して学習する事で、文化の差異に柔軟に対応す
る気持ちを育む。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布されたプリントを予め読んで予習を行ってください（予習
時間は30分）。
毎回、習熟度を確認するためのクイズを実施しますので、授業
以外で英語圏地域について調べて予習をすることが必要です。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

コメントシートとレポート50％
最終試験50％

コメントシートは態度・志向性を、レポートと試験は知識・理
解を評価します。

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
験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

別途、資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

イギリス文化・文学概論とアメリカ文化・文学概論を受講
していると理解が深まります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. はじめに「英語圏」について何故知る必要があるのか
2. ハイテクスト・ローテクスト文化における情報伝達
3. デモグラフィーから見る英語圏の多様性
4. イギリス
5. アイルランド
6. オーストラリア
7. ニュージーランド
8. カナダ
9. アメリカ
10. アジアにおける英語と独自の文化の共生
11. アフリカ・中南米における英語と独自の文化の共生
12. anglophone
13. linga francaとしての英語？
14. 最終試験
15. フィードバックとまとめ



2019-1040000655-01英語圏地域研究Ａ

樋渡　真理子

◎英語:A-2,C-1,C-2

1.英語圏地域の言語的特質と文化的背景を理解し、知識を有することができる
ようになる。　(A-2)

2.英語圏地域について書かれた英語の文章を理解し、その内容をまとめること
ができるようになる。　(A-2)

3.さまざまな媒体から英語圏地域に関する情報を集める事ができ、なおかつそ
れをまとめることができるようになる。　(A-2)

4.英語圏地域に関する言語の特質や文化の特質に対する興味・関心を有するよ
うになる。　(C-1)

5.英語圏地域に関して学習する事で、文化の差異に柔軟に対応する気持ちを育
む。　(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。



2019-1040000656-01英語圏地域研究Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　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・２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、英語を母語とする国を中心にして、公用語や第
二言語を英語に掲げている世界の地域と地理的分布を知り、そ
れぞれの地域の言語的特質や文化的特徴について学習します。
前期は英語圏地域の中でも特に、イギリス、アメリカ、オース
トラリア、ニュージーランド、カナダ、アイルランドを中心に
扱い、それぞれの言語と文化的な特徴について俯瞰的な視点か
ら考察してきました。後期は、言語、食事、音楽、娯楽、ス
ポーツ、社会問題（環境問題、貧困の差、人種差別、移民問
題）などのテーマごとに英語圏地域について詳細に学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語圏地域の言語的特質と文化的背景を理解し、知識を有する
ことができるようになる。(知識・理解)

英語圏地域に就いて書かれた英語の文章を理解し、その内容を
まとめることができるようになる。(知識・理解)

さまざまな媒体から英語圏地域に関する情報を集める事がで
き、なおかつそれをまとめることができるようになる。(知
識・理解)

英語圏地域に関する言語の特質や文化の特質に対する興味・関
心を有するようになる。(態度・志向性)

英語圏地域に関して学習する事で、文化の際に柔軟に対応する
気持ちを育む。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

配布されたプリントを予め読んで予習を行ってください（30
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

コメントシートとレポート50％
最終試験50％

コメントシートは態度・志向性を、レポートと試験は知識・理
解面を評価します。

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
験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

別途、資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

イギリス文化・文学概論とアメリカ文化・文学概論を受講
していると理解が深まります。また、受講していなくても
構いませんが、英語圏地域研究Aを受講していると理解が
深まります。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.はじめに
2.英語圏地域について
3.-13.　テーマ（社会問題など）別による地域性の同質性
と特異性について考察
14. 最終試験
15. フィードバックとまとめ



2019-1040000656-01英語圏地域研究Ｂ

樋渡　真理子

◎英語:A-2,C-1,C-2

1.英語圏地域の言語的特質と文化的背景を理解し、知識を有することができる
ようになる。　(A-2)

2.英語圏地域に就いて書かれた英語の文章を理解し、その内容をまとめること
ができるようになる。　(A-2)

3.さまざまな媒体から英語圏地域に関する情報を集める事ができ、なおかつそ
れをまとめることができるようになる。　(A-2)

4.英語圏地域に関する言語の特質や文化の特質に対する興味・関心を有するよ
うになる。　(C-1)

5.英語圏地域に関して学習する事で、文化の際に柔軟に対応する気持ちを育
む。　(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。



2019-1040000616-01英語圏文化研修

 期別：通年　　単位数：4　　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：通年：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

キンバー，ラリー、福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

Welcome to this special course, comprising an orientation at Fukuoka University,
an exciting study abroad program in Canada during the summer, and project-
making classes in the fall semester.

ORIENTATION & PROJECTS (Fukuoka University)
In the spring, we will discuss important points about living in Calgary, build
conversation skills, and take care of matters related to travel (passports, insurance,
fee payment, registration etc.). In the fall, we will make a class memory book and
videos.

SUMMER SCHOOL (University of Calgary)
For four weeks, you will live in the city of Calgary, Canada. You will attend
English classes at the University of Calgary, together with students from many
other countries. You will also learn about Canadian culture from your homestay
family, teachers and classmates. Every school day you will take public transit to
the university.  You will also take part in excursions to famous locations nearby; in
particular, to Banff and Jasper in the beautiful Canadian Rockies. Options will be
available for joining various outdoor activities such as camping, river rafting, and
hiking. While in the city, there will be plenty of opportunities to participate in fun
events such as bowling, karaoke, and shopping with the many new friends you will
make.

◎－－－　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 research information on a course-related topic, organize ideas meaningfully and
logically, and then express thoughts clearly and confidently.(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 develop strategies for actively solving problems that occur in real-life situations
in a foreign culture.(態度・志向性)

To enhance interpersonal skills by cooperating with others from various cultural
backgrounds.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

In Fukuoka:
You should attend all the orientation classes, since we will do important things in
each class to prepare for our stay in Canada this summer. You should also preview
and review materials handed out in class according to the instructions given by the
teacher (90 min.).
In Calgary:
Be sure to attend classes, complete all homework assignments and participate with
enthusiasm.
Your homework tasks will include reading stories, completing textbook exercises,
preparing for and giving presentations, and submitting written assignments. You
should spend 120 min. per day on this.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Your grade for the spring semester is based on active participation. Therefore, be
sure to prepare for and attend all classes, completing tasks and submitting
documents on time as requested.
Your grade for the whole year is based on the following:
- Spring Semester grade = 25%
- Summer Program = 50%
 You will receive a grade from the University of Calgary after successful
completion of the summer program.
- Fall Semester grade = 25%
This includes active participation, and submission of two assignments: 1) two
pages for the memory booklet, and: 2) a creative, 3-minute group video about your
experience in Canada.

◎－－－　テキスト　－－－◎

We will not use a textbook in this course. The teachers will bring
handouts.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

To make the most of this course, you should speak English freely
and with confidence at every opportunity while in Canada. You
should also be keenly observant of various cultural differences
between Japan and Canada.

◎－－－　授業計画　－－－◎

First semester:
1. Course orientation and self-introductions （キンバー・福
原）
2. Business and conversation practice（キンバー・福原）
3. Canadian Culture 1（キンバー・福原）
4. Canadian Culture 2（キンバー・福原）
5. Canadian Culture 3（キンバー・福原）
6. Introduction to Calgary（キンバー・福原）
7. Introduction to the Rocky Mountains（キンバー・福原）
8. Conversation practice（キンバー・福原）
9. Veterans’ visit（キンバー・福原）
10. Business and conversation practice（キンバー・福原）
11. Business and conversation practice（キンバー・福原）
12-15. Business, conversation practice and final preparations
（キンバー・福原）

Mid-semester:
August 4 - September 1, 2019: University of Calgary Summer
Intensive English Program
September 1-2: Exploring Vancouver

Second semester:
1. Debriefing and speeches（キンバー・福原）
2. Explanation of project assignments （キンバー・福原）
3-14.Creating memory pages & videos（キンバー・福原）
15. Farewell Class（キンバー・福原）



2019-1040000616-01英語圏文化研修

キンバー，ラリー、福原　俊平

◎英語:A-2,B-1,B-4,C-2,C-3,C-4

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 research information on a course-related topic, organize ideas meaningfully and
logically, and then express thoughts clearly and confidently.　(B-4)

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

5.To develop strategies for actively solving problems that occur in real-life situations in
a foreign culture.　(C-3)

6.To enhance interpersonal skills by cooperating with others from various cultural
backgrounds.　(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。



2019-1040000526-01英語コミュニケーション研究Ａ

 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・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 we shall build on and extend your knowledge of
communication theory and the major types of communication such as
interpersonal, group and intercultural communication, and then we will
apply this knowledge to various practical situations in order to develop
your success as a communicator in English. In other words, students will
learn about and be evaluated on both their understanding of theory, their
ability to analyse texts, and their performances of communicative
situations. We will not lose focus on the knowledge and principles that are
the basis of Speech Communication: 1) Speech Communication takes a
social view of language, seeing its development as being dependent on our
social nature and activities as humans and in terms of its social use(s); 2)
Speech Communication regards language as social action―when we speak
or write we are actually doing things, performing actions with words; and
3) Speech Communication understands that both language and
communication are influenced by culture and prior history of the individual
and the group.

◎－－－　到達目標　－－－◎

You will be able to demonstrate knowledge of key concepts and principles
in the theory of Speech Communication.(知識・理解)

You will be able to analyze texts using various methods of analysis.  (知
識・理解)

You will be able to use your knowledge and analytical experience to carry
out communicative acts successfully in real time.(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/or skills 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 explaining what they have understood about course
content in English. These explanations will account for 20% of the course
grade and you are expected to spend a minimum of between 40 and 60
minutes on lesson reviews and assignments.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・Performance in weekly review: 20%
・Mid-term evaluation/中間テスト: 20%
・Performances of communicative acts: 30%
・End-of-term in-class test: 30%
Students will deepen and extend their ability to produce extended
discourse. THey will learn how to develop qualities necessary for success
in formal communicative situations where the focus is on contemporary
problems in society and their possible solutions. Students will learn to
understand and control the criteria for determining the success of a
communicative act. Again, please note that 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.

※ There is no textbook for this course.
※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 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　－－－◎

I will provide handouts

◎－－－　参考書　－－－◎

Language and Culture by Claire Kramsch　ISBN 0-19-4372146
The Essential Guide to Interpersonal Communication by O'Hair
& Wiemann　ISBN 10-312-45195-4
The Essential Guide to Group Communication by O'Hair &
Wiemann　ISBN 10-312-45194-6

◎－－－　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 and
delivery of public speaking, complete homework assignments
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. A review of the fundamentals of communication: cooperation,
reciprocity, intersubjectivity; cultural and social “norms” in
interpersonal communication
2. Communication: symbolic, cultural, intercultural, intentional,
mediated, transactional, historical, using a shared code,
accompanied by emotion, and paraverbal and non-verbal
contextualization cues.
3. Communication for purposes of control, creating common
ground, achieving goals.
4. Conversation analysis: communicative functions in face-to-
face interaction.
5. Practice carrying out various communicative acts;
understanding the criteria for determining the success of a
communicative act.
6. Communication: the influence of culture and identity; the role
of “the other.”
7. Review
8. Mid-term evaluation/中間テスト
9. Register theory: word “choice” and textual coherence;
genre theory: purpose and achievement of communicative goals.
10. Practice carrying out various communicative acts at various
levels of social distance and intimacy.
11. Practice carrying out genre analysis; media and
multimodality.
12. Problems and conflict in communication: understanding and
management.
13. Practice carrying out communicative acts where there is
conflict.
14. Review.
15. End-of-term test



2019-1040000526-01英語コミュニケーション研究Ａ

松尾　キャサリン

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.You will be able to demonstrate knowledge of key concepts and principles in the
theory of Speech Communication.　(A-2)

2.You will be able to analyze texts using various methods of analysis.  　(A-3)

3.You will be able to use your knowledge and analytical experience to carry out
communicative acts successfully in real time.　(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。



2019-1040000527-01英語コミュニケーション研究Ｂ

 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・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 we shall build on and extend your knowledge of communication
theory and the major types of communication such as interpersonal, group and
intercultural communication, and then we will apply this knowledge to various
practical situations in order to develop your success as a communicator in
English. In other words, students will learn about and be evaluated on both
their understanding of theory, their ability to analyse texts, and their
performances of communicative situations. We will focus on the knowledge
and principles that are the basis of Speech Communication: 1) Speech
Communication takes a social view of language, seeing its development as
being dependent on our social nature and activities as humans and in terms of
its social use(s); 2) Speech Communication regards language as social
action―when we speak or write we are actually doing things, performing
actions with words; and 3) Speech Communication understands that both
language and communication are influenced by culture and prior history. In the
first semester we focused mainly on interpersonal communication and speech
interaction. In the second semester, while continuing to carry out
communicative acts, we will also start to focus on speech production: studying
and creating longer texts.

◎－－－　到達目標　－－－◎

You will be able to explain relevant communication theory for the speech
genres you learn about and practice.(知識・理解)

You will learn how to construct arguments and how to answer opposing
arguments.(知識・理解)

You 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/or skills 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 explaining what they have understood about course content
in English. These explanations will account for 20% of the course grade and
you are expected to spend a minimum of 40-60 minutes on lesson reviews and
assignments.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・Performance in weekly review: 20%
・Mid-term evaluation/中間テスト: 20%
・Performances of communicative acts: 30%
・End-of-term in-class test: 30%
Students will deepen and extend the theory they learned in the Introduction to
Speech Communication in their first year of study. In this, the third year,
students will be expected to be able to express their knowledge and they will
be evaluated on, both their understanding of theory and their performances of
communication situations that arise in different interpersonal communication
situations. Again, please note that 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.

※ There is no textbook for this course.
※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 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　－－－◎

I will provide handouts

◎－－－　参考書　－－－◎

Language and Culture by Claire Kramsch　ISBN 0-19-4372146
The Essential Guide to Group Communication by O'Hair &
Wiemann　ISBN 10-312-45194-6

◎－－－　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 and
delivery of public speaking, complete homework assignments
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 Review of previous semester and turning to group
communication: identity, social agency and action, co-ordinated
task activity, participation, group dynamics and consensus. How
we present ourselves and how we appear to others.
2. Group climates: supportive and defensive climates and how
speech creates them.
3. Simulation of group communication.
4. Simulation of group communication.
5. Spoken production: the creation of a main idea: understanding
its theme and how to use evidence to support that theme.
6. The genre of debate for the purposes of developing
deliberative democracy; the Intercultural Speaker and the notion
of Global Citizenship in a globalizing world.
7. Expressing ideas on contemporary issues: analyzing a problem
area; creating a problem statement; understanding audience(s).
8. Review.
9. Mid-term evaluation/中間テスト
10. The persuasive importance of the quality of the person; the
quality of language and reasoning; the quality of emotion.
11. Respectfully answering and opposing another person’s
argument.
12. Examining the role of formal and informal word use in
creating and opposing arguments.
13. Further practice of persuasive extended speech production.
14. Review.
15. End-of-term test.



2019-1040000527-01英語コミュニケーション研究Ｂ

松尾　キャサリン

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.You will be able to explain relevant communication theory for the speech genres you
learn about and practice.　(A-2)

2.You will learn how to construct arguments and how to answer opposing arguments.　
(A-3)

3.You will show the appropriate attitude required to succeed in the respective kinds of
communication　(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。



2019-1040000424-01英語史Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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・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, you will learn about the linguistic, social and cultural
development of the English language from before its establishment in
Britain around the year 450 to today. You will study the changes in
the language from Old English through Middle English to Modern
English. You will learn what English was like over 1000 years ago
and how and why it has changed to become the English you know
today.
We will study many types of texts, including Beowulf about slaying a
dragon, the Anglo-Saxon Chronicle on the raids of the Vikings,
Chaucer, a love letter in Middle English, Shakespeare’s Romeo and
Juliet and more.
We will look at not only English in Britain but also the expansion to
Global English. This includes English in America, African-American
English, and English in Australia.

◎－－－　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有している。
(知識・理解)

2. 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。(知識・理解)

3. 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。(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　－－－◎

Homework 25% (5 times per semester, 5 x 5%): Goals (1, 2, 3) will
be evaluated.
Mid-term report 25%: Goals (1, 2) will be evaluated.
Multi-choice tests 15% (15 times per semester, 15 x 1%): Goals (1, 2,
3) will be evaluated.
Final exam in class 35%: Goals (1, 2, 3) will be evaluated.

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] History of English: A Resource Book for Students
[Author] MCINTYRE, Dan
[Publisher] Routledge, 1st edition, 2008
[ISBN] 9780415444293
[Comments] ¥3793

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. The origins of human language
2. How and why languages change
3. Indo-European: the grandparent language of English
4. Germanic: the parent language of English
5. How sounds change: Grimm’s Law
6. Introduction to Old English (450-1066)
7. Old English and Celtic
8. The invasions of the Vikings and influence on English
9. Sound change and grammatical change in English
10. The Norman Conquest and influence of French
11. Old English literature: Beowulf
12. Introduction to Middle English (1066-1500)
13. Middle English literature: Chaucer
14. A love letter and recipe in Middle English
15. Final exam in class



2019-1040000424-01英語史Ａ

ハウ，スティーブン　マーク

◎英語:A-2,A-3,C-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有している。　(A-2)

2.2. 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-3)

3.3. 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-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。



2019-1040000425-01英語史Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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・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, you will learn about the linguistic, social and cultural
development of the English language from before its establishment in
Britain around the year 450 to today. You will study the changes in
the language from Old English through Middle English to Modern
English. You will learn what English was like over 1000 years ago
and how and why it has changed to become the English you know
today.
We will study many types of texts, including Beowulf about slaying a
dragon, the Anglo-Saxon Chronicle on the raids of the Vikings,
Chaucer, a love letter in Middle English, Shakespeare’s Romeo and
Juliet and more.
We will look at not only English in Britain but also the expansion to
Global English. This includes English in America, African-American
English, and English in Australia.

◎－－－　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・文学）に関して幅広い知識を有している。(知
識・理解)

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。
(知識・理解)

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。(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　－－－◎

Homework 25% (5 times per semester, 5 x 5%): Goals (1, 2, 3) will
be evaluated.
Mid-term report 25%: Goals (1, 2) will be evaluated.
Multi-choice tests 15% (15 times per semester, 15 x 1%): Goals (1, 2,
3) will be evaluated.
Final exam in class 35%: Goals (1, 2, 3) will be evaluated.

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] History of English: A Resource Book for Students
[Author] MCINTYRE, Dan
[Publisher] Routledge, 1st edition, 2008
[ISBN] 9780415444293
[Comments] ¥3793

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Early Modern English (1500-1700)
2. The Bible and printing in English
3. The development of standard English
4. How sounds change: the Great Vowel Shift
5. Shakespeare’s pronunciation
6. Grammatical change: periphrastic ‘do’
7. English in Britain
8. Social differences in British English: ‘posh’ and
‘common’
9. Drawing a dialect map of England
10. The spread of English around the world
11. Borrowing words: vocabulary from other languages
12. English in America
13. African-American English
14. English in Australia
15. Final exam in class



2019-1040000425-01英語史Ｂ

ハウ，スティーブン　マーク

◎英語:A-2,A-3,C-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有している。　(A-2)

2.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-3)

3.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-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。



2019-1040000658-01英語ストーリー研究「14台以前」

 期別：後期　　単位数：2　　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：木・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、英語学科SIE（Study in English ）プログラムのク
ラスですので、英語学科による選抜を経て許可された学生以外は
受講できません。

　基礎的英語発話能力を育成するトレーニングでは、意味的にひ
とまとまりのある語群（センスグループ）としてのチャンク
（chunk）を発話能力育成の際の学習最小単位とし、様々な音読
トレーニングを介して、多くのチャンクを蓄積していきます。そ
して、このチャンクこそが、プレゼンテーションの様な発話活動
において、自動的に利用可能なレパートリーとなります。以下
が、そのトレーニングの具体的なメニューです：
1）与えられた英文にチャンキング（chunking:chunk毎に区切る）
を施す。
2）音韻・統語・語彙の全ての面で、その英文を完全に理解す
る。
3）チャンクを瞬時に目で認知して記憶に留める「視覚メモ
リー」と、それと結合する「聴覚メモリー」を強化し、チャンク
（文字）とその正しい音声イメージとの結合ができるだけ短時間
で完了するようにする。
　ⅰ）Read and Look-up
4) チャンクからセンテンス、そしてパッセージへとトレーニング
の対象を拡大して行きます。
　ⅱ）Parallel Reading
　ⅲ）Shadowing
5) 最後に、これまでの発話トレーニングを実際の発話活動に結び
付けます。
　ⅳ）Keywords Recitation

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の意見や考え方を相手に分かり易く伝えるために必要な英語
の基礎的な語彙・文法を修得している。(知識・理解)

IC機器を使って信頼性の高い情報を集め、論理的に整理すること
ができる。(技能)

収集した情報を活用して自分の考えを組み立て、パワーポイント
などを更に利用して相手に分かり易く伝えることができる。(技
能)

グループの他のメンバーと協力して情報を収集し、効果的なグ
ループ・プレゼンテーションを作成・実行することができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：基礎的英語発話能力育成トレーニング以外は、基本的にテ
キストに沿って学習を進めますので、適宜下調べをして置いてく
ださい。（60分）
復習：授業中に課した音読トレーニングだけでは不十分ですの
で、必ず自宅でも同様のトレーニングを毎日続けて下さい。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験期間中に筆記試験を実施しませんが、日ごろの学習へ
の取り組みと数回に渡るプレゼンテーション及び最後のポスター
プレゼンテーションにより、総合的に評価します：
・毎週の学習状況：20％
・各種プレゼンテーション：60％
・ポスタープレゼンテーション：20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Presentation Workshop
[Author(s)] Craig Smith 他
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764739291
[Comments]　テキスト価格　￥2,300

◎－－－　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　－－－◎

　3分の1以上の欠席は単位取得ができない場合があります
ので注意が必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.The Daily News(Training)
2.The Daily News(Presentation)
3.Japan's Low Birth Rate(Training)
4.Japan's Low Birth Rate(presentation)
5.Nuclear Power(Training)
6.Nuclear Power(Presentation)
7.The Internationalization of Japan's Universities(Training)
8.The Internationalization of Japan's Universities(Presentation)
9.Japan and the United Nations Security Council(Training)
10.Japan and the United Nations Security Council(Presentation)
11.Artificial Intelligence(Training)
12.Artificial Intelligence(Presentation)
13.ポスタープレゼンテーション
14.まとめと復習
15.総まとめと質疑応答



2019-1040000658-01英語ストーリー研究「14台以前」

大津　敦史

◎英語

1.自分の意見や考え方を相手に分かり易く伝えるために必要な英語の基礎的な
語彙・文法を修得している。　(A-2)

2.IC機器を使って信頼性の高い情報を集め、論理的に整理することができる。
　(B-3)

3.収集した情報を活用して自分の考えを組み立て、パワーポイントなどを更に
利用して相手に分かり易く伝えることができる。　(B-4)

4.グループの他のメンバーと協力して情報を収集し、効果的なグループ・プレ
ゼンテーションを作成・実行することができる。　(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。



2019-1040000658-02英語ストーリー研究「14台以前」

 期別：後期　　単位数：2　　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：木・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、３年次に始まる各ゼミ内でのプレゼンテーションや
卒業論文発表会、就職活動における自己プレゼンテーション等に備
えて、論理的な英語の文章を読み、それについての意見を論理的に
英語でプレゼンテーションを行う能力を身につける事を主眼としま
す。
　普段の生活で日常的に英語に触れる生活をしていない日本人が英
語でプレゼンテーションを行うには、意識的に相当量の英文に触
れ、文章構成の論理的パターンを身に付けておく必要があります。
　この授業では、英語プレゼンテーションをする上で必要な英語表
現や論理的思考に基づいたプレゼンテーション技術を身につけま
す。まず時事問題を中心としたテキストの英文を読み論理的文章の
構造を理解した上で、自分の意見を書く練習を行います。実際に文
章を作成する際には、Microsoft WordやPowerPointを使用するとと
もにマルチメディアも活用し、英語プレゼンテーションが論理的か
つ効果的に展開できるよう徹底して訓練を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

時事英語を中心とした英語の言語的特質や文化に関して幅広い知
識・理解・考え方を身につけている。

インターネットやICT機器等の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情報を整序・分析するこ
とができる。

身につけた知識や収集した情報を活用して英語で自分の考えを構築
し、マルチメディアでそれをわかりやすく表現し、他者にプレゼン
テーションすることができる。

同じグループの人と積極的に意見を交わしながらプレゼンテーショ
ンを行う協調性を身につけている。

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本授業では、テキストの各ユニットにテーマとなるニュース記事
が載っており、それにそってプレゼンテーションを作り上げていく
が、授業で記事を精読する時間はないので、予習として各自目を通
しておくこと（１２０分）。プレゼンテーション作成は、授業時間
内では収まらないので、復習として自宅学習で補完すること（１２
０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　下記の点を評価基準として総合的に評価します。

・論理的英語表現の理解や習得（２０％）：　論理的英語文章の展
開の仕方や表現方法を習得しているかどうかをPCモニタや小テス
トで確認します。
・各プレゼンテーションの完成度（５０％）：　論理的英語文章の
読解で学習したことをしっかりと自身のプレゼンテーションに生か
しているかどうか。プレゼンテーション自体の完成度も大切である
が、完成に至る過程での労力を惜しまずに毎週しっかりと準備を
行っているかどうか。 完成したパワーポイント・実際のプレゼ
ン・相互評価表等で確認します。
・授業に対する姿勢（３０％）：　授業中の作業をきちんとこな
し、他者が行ったプレゼンテーションでのディスカッションで積極
的に発言を行う等、基本的な授業姿勢ができているかどうか。 授
業中の見回りで確認します。

※定期試験期間中の試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

News Made Easy!（金星堂）¥2,052(税込)
ISBN:978-4-7647-3924-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本授業では、クラス内でいくつかのグループに分かれ、
グループ内で一人一人が定期的に英語でプレゼンテーショ
ンを行います。毎回の時事テーマを深く理解し、自分の意
見をしっかりと持ち、準備万端にしてプレゼンテーション
を行ってください。プレゼンテーションは緊張の連続です
が、次年度から始まるゼミや就職活動では避けて通れない
道ですので気を引き締めて臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2．Preparation: Micro-apartments: a New Concept in New York
3．Presentation: Micro-apartments: a New Concept in New
York
4．Preparation: 18 Looms as New Age of Majority
5. Presentation: 18 Looms as New Age of Majority
6．Preparation: New DNA Codes for Mammoths: Step Toward
Bringing Them Back?
7．Presentation: New DNA Codes for Mammoths: Step Toward
Bringing Them Back?
8．Preparation: Nike Wins $1 Billion Contract With NBA as
Adidas Walks Away
9．Presentation: Nike Wins $1 Billion Contract With NBA as
Adidas Walks Away
10．Preparation: U.K. Warms to Idea of Japanese-style Office
Naps
11．Presentation: U.K. Warms to Idea of Japanese-style Office
Naps
12．Preparation: As Sensors Shrink, Watch as ‘Wearables’
Disappear
13．Presentation: As Sensors Shrink, Watch as ‘Wearables’
Disappear
14．Preparation: Stickiness of “Natto” Reduced to Smooth
Sales Abroad
15．Presentation: Stickiness of “Natto” Reduced to Smooth
Sales Abroad



2019-1040000658-02英語ストーリー研究「14台以前」

奥田　裕司

◎英語

1.時事英語を中心とした英語の言語的特質や文化に関して幅広い知識・理解・
考え方を身につけている。

2.インターネットやICT機器等の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情報を整序・分析することができる。

3.身につけた知識や収集した情報を活用して英語で自分の考えを構築し、マル
チメディアでそれをわかりやすく表現し、他者にプレゼンテーションすること
ができる。

4.同じグループの人と積極的に意見を交わしながらプレゼンテーションを行う
協調性を身につけている。

◎　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。



2019-1040000412-01英語読解ⅠＡ「(a)」

 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　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　ディズニーアニメについての批評書を読む。ディズニー作品
を通して、多様化するアメリカ社会について学ぶ。階級、人
種・ジェンダー・セクシュアリティ・ディスアビリティーが、
作品でどう描かれているのかを検証する。
　テキストは、Diversity in Disney Filmsからの抜粋である。こ
れは学術的な研究書であり、テキスト用に書き直したものでは
ないので、始めは難しいという感じをいだくかもしれない。し
かし、大学生であるから、批評的な表現にも慣れてほしい。現
代批評の様相も持つこのテキストに慣れれば、英語力に自信を
つけることができるだろう。
　最終章には、テキスト全体の概要として読める、次のような
くだりがあるので参考にしてほしい。
Disney films are often regarded as harmless family
entertainment̶one in which members of all ages are welcome to
enjoy the thrills and spills of their favorite animated character. As
such, they have been overlooked until recently as content in need of
analysis.
　授業中にディズニーの映画を見る時間はないので、各自、課
外で見ておくことが望ましい。ただし、あくまで望ましいだけ
である。別の手段で作品についての概要を知っていれば十分で
ある。
　基本的には、二週間かけて各章を読んでゆく形で進めたい。
すなわち、一週目は本文を読み、二週目は練習問題を解く。
　なお、授業中に口頭や小テストの書き物として、毎回英語の
質問をする予定である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質およびその文化的背景に関して幅広い知識を
有している。(知識・理解)

小テストなどを頻繁に受けることで、バランスのとれた英語の
四技能を伸ばす。(技能)

異なる人種的背景に敏感になり、また、自分の意見をそれに対
して発信できる能力を身につける。(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。
　常に自分で考える習慣を身につける。

◎－－－　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%
中間テストと期末テスト　50%
テストでは授業の理解度を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Disney Films and Secret Messages
[Author(s)]Kazuhiro Kunitomo, et. al.
[ISBN]978-4-269-11008-3
[Publisher]　　英宝社

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携
定期試験は行わない

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業計画

第１回：Progressive Era Protagonists‒Pinocchio and Dumbo(1)
第２回：Progressive Era Protagonists‒Pinocchio and Dumbo(2)
第３回：Progressive Era Protagonists‒Pinocchio’s Songs(1)
第４回：Progressive Era Protagonists‒Pinocchio’s Songs(2)
第５回：Honor through Heterosexuality̶Mulan (1)
第６回：Honor through Heterosexuality̶Mulan (2)
第７回：Reflecting on the Self̶Mulan
第８回：Making a Man̶Mulan
第９回：中間テスト
第１０回：Performing Meerkat and Warthog̶Production
Code
第１１回：Free Philosophy? ‒Lion King
第１２回：Free Philosophy? ‒Dubbing
第１３回：Disney and the Jewish Question(1)
第１４回：Disney and the Jewish Question(2)
第１５回：期末テスト



2019-1040000412-01英語読解ⅠＡ「(a)」

大島　由起子

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.英語の言語的特質およびその文化的背景に関して幅広い知識を有している。
　(A-2)

2.小テストなどを頻繁に受けることで、バランスのとれた英語の四技能を伸ば
す。　(B-1)

3.異なる人種的背景に敏感になり、また、自分の意見をそれに対して発信でき
る能力を身につける。　(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。



2019-1040000412-02英語読解ⅠＡ「(b)」

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、『チャーリーとチョコレート工場』の原作者
としても有名なRoald Dahlの児童文学作品を用いて、分量のあ
る平易な文章を大意把握に重点を置きながら読解する練習を行
います。また、そのためには英語を英語の語順で理解すること
が必要ですので、ニュース記事のヘッドラインを用いたスラッ
シュ・リーディングやe-learningによる速読練習も取り入れま
す。
　授業のやり方としては、上記の三要素を組み合わせた形で行
います。グループワークなども取り入れながら授業を進めます
ので、アクティビティへの積極的な貢献が求められます。ま
た、予習を行っているかどうかを確認するために、毎回小テス
トを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.英文の大まかな内容をすばやく把握できるようになる。(技
能)

2. 教科書に出てくる英語表現を理解し、おぼえる。(知識・理
解)

3. 英文を英語の語順で理解できるようになる。(技能)

4. ニュース英語のスタイルに慣れる。(知識・理解)

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ように
なる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、毎回、教科書の所定の範囲を読んでくること
(90分)。ニュース記事の発表を担当となった時は、その準備を
行うこと(60分)。
復習としては、授業内で説明した事項を中心に、教科書やプリ
ントを読み直すこと(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト:20％（到達目標1,5を評価する）
授業内外の学習状況（e-learning）:20％（到達目標3,5を評価す
る）
発表・プレゼンテーション:20％（到達目標3,4,5を評価する）
復習テスト：40％（到達目標2,4を評価する）

なお、本授業では定期試験期間中には試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

著者：Roald Dahl
タイトル： Matilda
出版社：Puffin Books
ISBN: 978-0142410370

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション(授業の進め方と英語の読み
方について)
第２回：ニュースヘッドラインの読み方
第３回：The Reader of Booksを読む
第４回：Mr. Wormwood, The Hatを読む
第５回：The Ghost, Arithmeticを読む
第６回：The Platinum-Blond Man, Miss Honeyを読む
第７回：The Trunchbull, The Parentsを読む
第８回：Throwing the Hammer, Bruce Bogtrotterを読む
第９回：復習およびニュース記事の発表
第１０回：Lavender, The Weekly Testを読む
第１１回：The First Miracle, The Second Miracleを読む
第１２回：Miss Honey’s Cottage, Story, The Names,を読む
第１３回：The Practice, The Third Miracle, A New Homeを読
む
第１４回：まとめと復習テスト
第１５回：総復習



2019-1040000412-02英語読解ⅠＡ「(b)」

福原　俊平

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.1.英文の大まかな内容をすばやく把握できるようになる。　(B-1)

2.2. 教科書に出てくる英語表現を理解し、おぼえる。　(A-2)

3.3. 英文を英語の語順で理解できるようになる。　(B-1)

4.4. ニュース英語のスタイルに慣れる。　(A-2)

5.5. 授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができるようになる。　(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。



2019-1040000412-03英語読解ⅠＡ「(c)」

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

「森を見るか木を見るか」で言うと、英語読解ⅠAでは「森を
見て」、英語読解ⅠBでは「木を見る」ということを行う。ど
ういうことなのか説明しよう。英語読解ⅠAでは比較的平易
で、かつ短くはない文章を、なるべく辞書を使うことなく、素
早く的確に読むという練習を行う。詳しくは授業計画を参照。
なお、テキストは1冊指定するが、プリント（無料配布）に
よって補う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 比較的平易な文章を素早く的確に読み取ることができる。
(知識・理解)

(2) 読むことで学んだ論理展開や文章構造などを他の3技能に活
かすことができる。(技能)

(3) 様々なトピックやジャンルに対して(1)ができ、他者の様々
な考え方を理解することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

まず授業にてどのように読むか解説したのち、それを実践して
もらうから、授業が終わったら、別の本を自分で探して（何で
も構わない）その読み方を自分で練習すること（90分以上）。
それができるようになったかをテストする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業におけるテスト（100%）。シラバスを熟読すれば
わかるように、毎回到達目標がある。その到達度を測定する。
定期試験は行わない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

リチャード H. ベント・井石哲也・井石令子著、Cross-
Cultural Views on Britain（南雲堂、2014年発行、定価2000
円＋税、ISBN 978-4-523-17753-1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「評価基準および方法」に記載した事項を参照。欠席した
場合は必ず連絡すること。「先週欠席していたのでできま
せん/していません」が通用するのは小学校低学年までで
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：ざっと読んで何の物語か知る（復習テストあり）
第2回：ざっと読んで物語のストーリー展開を把握する
（復習テストあり）
第3回：ざっと読んで物語の概要を知る（復習テストあ
り）
第4回：上記1-3のことを別トピックで行う練習（復習テス
トあり）
第5回：上記1-3のことを別ジャンルで行う練習（復習テス
トあり）
第6回：読んで内容をイメージする（映像化する）（復習
テストあり）
第7回：想像しながら読む。頭で映像を味わう。（復習テ
ストあり）
第8回：ラストシーンをイラスト化する（復習テストあ
り）
第9回：上記6-8のことを別トピックで行う練習（復習テス
トあり）
第10回：上記6-8のことを別ジャンルで行う練習（復習テ
ストあり）
第11回：作者の一番言いたいことをだいたいつかむ（復習
テストあり）
第12回：作者の一番言いたい文章がどれか見つける（復習
テストあり）
第13回：作者の一番言いたいことへ向けた伏線がどれか見
つける（復習テストあり）
第14回：上記11-13のことを別トピックで行う練習（復習
テストあり）
第15回：上記11-13のことを別ジャンルで行う練習（復習
テストあり）



2019-1040000412-03英語読解ⅠＡ「(c)」

白谷　敦彦

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.(1) 比較的平易な文章を素早く的確に読み取ることができる。　(A-2)

2.(2) 読むことで学んだ論理展開や文章構造などを他の3技能に活かすことがで
きる。　(B-1)

3.(3) 様々なトピックやジャンルに対して(1)ができ、他者の様々な考え方を理
解することができる。　(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。



2019-1040000412-04英語読解ⅠＡ「(SIE)」

 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・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

英語の読解能力を向上させるためには、大量の英文を定常的・
継続的に読むことが必要です。また、近年、社会的に実用性の
高い英語能力を伸ばすことがますます強く求められるように
なってきています。そこで、この授業では、TOEIC対策問題集
に見られる実用性を重視した英語文章の読解訓練を中心に授業
を展開していきます。

この授業はSIEクラスなので、基本的にすべて英語で行われま
す。選抜され許可を受けた人だけ受講して下さい。（再履修者
の受講はご遠慮下さい。）
TOEIC対策テキストの演習問題を使い、文章読解訓練と英語で
のまとめ訓練を行います。
毎回の授業の最初に、前回の授業内容に関する単語テストを行
います。
宿題として、追加の読解課題が課されます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日常生活やビジネスに関わる実務的英語の読解力を向上させ
る。(知識・理解)

実務的英語の語彙力・文法知識を向上させる。(技能)

英語圏社会での生活・ビジネスで用いられるタイプの実務的英
語文章を数多く読むことで、生活スタイルやコミュニケーショ
ンのあり方に対する理解と受容性を養う(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業の最初に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）

追加の文章読解の宿題が課されますので、きちんと行って下さ
い。（120分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の３点の合計で評価します。

単語テスト（平均） 20%
実務的英語の語彙力向上の程度を評価する
追加読解課題（宿題） 30%
授業外での実務的英語の読解練習と理解力の向上の程度を評価
する
最終テスト 50%
最終的に実務的英語の文章読解力、および英語の生活スタイル
やコミュニケーションのあり方の理解力の向上の程度を評価す
る

この授業は定期試験を行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

TOEIC L&R Test: On Target  Revised Edition (南雲堂)
ISBN 978-4-523-17874

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

SIEクラスですので、選抜され許可を受けた人だけ受講し
て下さい。（再履修者の受講はご遠慮ください。）

毎回、授業の最初に単語テストを行うので、遅刻や無断欠
席をしないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

授業の説明
Travel
Health
Entertainment
House Hunting
Ecology
Review Test
Careers and Employment
Advertising and Sales
Communications
Complaints and Troubleshooting
Innovations and Technology
Review Test 2
Extra Work
最終テストと解説

※この授業は定期試験を行いません。



2019-1040000412-04英語読解ⅠＡ「(SIE)」

古賀　恵介

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.日常生活やビジネスに関わる実務的英語の読解力を向上させる。　(A-2)

2.実務的英語の語彙力・文法知識を向上させる。　(B-1)

3.英語圏社会での生活・ビジネスで用いられるタイプの実務的英語文章を数多
く読むことで、生活スタイルやコミュニケーションのあり方に対する理解と受
容性を養う　(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。



2019-1040000413-01英語読解ⅠＢ「(a)」

 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　　

大島　由起子

◎－－－　概要　－－－◎

　前期に引き続き、ディズニーアニメを通して、多様化するア
メリカ社会について学ぶ。階級、人種・ジェンダー・セクシュ
アリティ：ディスアビリティーが、どう描かれているのかを検
証する。
　テキストは、同じく、Diversity in Disney Filmsから抜粋した
ものである。これは学術的な研究書であり、テキスト用に書き
直してはいないので、そのため、最初は難しいという感じをい
だくかもしれないが、大学生であるから、批評的な表現にも慣
れてほしい。後期になり、慣れてきた頃には、スピードアップ
して進めることもある。現代批評の様相も持つテキストに慣れ
れば、英語力に自信をつけることができるだろう。
　授業中にディズニーの映画を見る時間はないので、各自、課
外で見ておくことが望ましい。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の言語的特質、およびその文化的背景に関して、幅広い知
識を有している(知識・理解)

バランスのとれた英語の４技能を有する。(技能)

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)　－－－◎

　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
きれば当日中に復讐をする。
　常に自分で考える習慣を身につける。

◎－－－　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%
中間テストと期末テスト　50%
テストでは、授業の理解度を評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Disney Films and Secret Messages: Race, Ethnicity,
Gender and Sexuality
[Author] Johnson Cheu (ed)
[Publisher]英宝社

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

辞書必携
定期試験は行わない

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：Mean Ladies‒Pocahontas (1)
第２回：Mean Ladies‒Pocahontas (2)
第３回：Mean Ladies̶Sleeping Beauty(1)
第４回：Mean Ladies̶Sleeping Beauty(2)
第５回：Mean Ladies‒Cinderella (1)
第６回：Mean Ladies‒Cinderella (2)
第７回：中間テスト
第８回：Mean Ladies‒The Little Mermaid (1)
第９回：Mean Ladies‒The Little Mermaid (2)
第１０回：Mean Ladies̶Disney’s Villains(1)
第１１回：Mean Ladies̶Disney’s Villains(2)
第１２回：Mean Ladies‒Transgendered Villains (1)
第１３回：Mean Ladies‒Transgendered Villains (2)
第１４回：まとめ
第１５回：期末テスト



2019-1040000413-01英語読解ⅠＢ「(a)」

大島　由起子

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.英語の言語的特質、およびその文化的背景に関して、幅広い知識を有してい
る　(A-2)

2.バランスのとれた英語の４技能を有する。　(B-1)

3.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。



2019-1040000413-02英語読解ⅠＢ「(b)」

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

福原　俊平

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、アメリカのコミック作品を用いて、口語的な
表現を学びつつ、自然な英語を読解する練習を行います。ま
た、英語を英語の語順で理解するために、ニュース記事のヘッ
ドラインを用いたスラッシュ・リーディングやe-learningによる
速読練習も取り入れます。
　授業のやり方としては、上記の三要素を組み合わせた形で行
います。グループワークなども取り入れながら授業を進めます
ので、アクティビティへの積極的な貢献が求められます。ま
た、予習を行っているかどうかを確認するために、毎回小テス
トを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 英文の口語的な表現の内容とニュアンスを理解できるように
なる。(知識・理解)

2. 英文を英語の語順ですばやく理解できるようになる。(技能)

3. ニュースのヘッドラインの内容を正確に理解できるようにな
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ように
なる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、教科書の指定の範囲を毎回読んでくること(90
分)。教科書またはニュース記事の発表の担当時には、その準
備を行うこと(90分）。
復習としては、授業内で解説した点を中心に、教科書やプリン
トを読み直すこと(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

小テスト:20％（到達目標1,4を評価する）
授業内外の学習状況（e-learning）:20％（到達目標2,4を評価す
る）
発表・プレゼンテーション:20％（到達目標2,3を評価する）
復習テスト：40％（到達目標1,3を評価する）

なお、本授業では定期試験期間中には試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

著者：Frank Miller, David Mazzucchelli
タイトル： Batman: Year One
出版社： DC Comics
ISBN：978-0290204890

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション
第２回：ニュースヘッドラインの読み方
第３回：登場人物の背景
第４回：登場人物の現在
第５回：汚職について
第６回：Batmanの誕生
第７回：ゴードンの苦悩
第８回：ゴードンの躍進
第９回：復習およびニュース記事の発表
第１０回：Batmanの危機
第１１回：Cat woman
第１２回：クライマックス
第１３回：参考資料を読む
第１４回：まとめと復習テスト
第１５回：総復習



2019-1040000413-02英語読解ⅠＢ「(b)」

福原　俊平

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.1. 英文の口語的な表現の内容とニュアンスを理解できるようになる。　(A-2)

2.2. 英文を英語の語順ですばやく理解できるようになる。　(B-1)

3.3. ニュースのヘッドラインの内容を正確に理解できるようになる。　(B-1)

4.4. 授業内外で主体的に英語学習に取り組むことができるようになる。　(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。



2019-1040000413-03英語読解ⅠＢ「(c)」

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

「森を見るか木を見るか」で言うと、英語読解ⅠAでは「森を
見て」、英語読解ⅠBでは「木を見る」ということを行う。ど
ういうことなのか説明しよう。英語読解ⅠBでは、ある説を提
示し論証しているような文章を読む練習を行う。詳しくは授業
計画を参照。なお、テキストは1冊指定するが、プリント（無
料配布）によって補う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 著者の主張やその裏付けとなるものを読み取ることがで
き、著者の主張が本当に裏付けられているか検証することもで
きる。(知識・理解)

(2) 読むことで学んだ論理展開や文章構造などを他の3技能に活
かすことができる。(技能)

様々なトピックやジャンルに対して(1)ができ、他者の様々な考
え方を理解することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

まず授業にてどのように読むか解説したのち、それを実践して
もらうから、授業が終わったら、別の本を自分で探して（何で
も構わない）その読み方を自分で練習すること（90分以上）。
それができるようになったかをテストする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業におけるテスト（100%）。シラバスを熟読すれば
わかるように、毎回到達目標がある。その到達度を測定する。
定期試験は行わない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

英語読解ⅠAで用いたテキストを引き続き使用する。英語
読解ⅠBから受講する者は次のテキストを購入して授業に
臨むこと。
リチャード H. ベント・井石哲也・井石令子著、Cross-
Cultural Views on Britain（南雲堂、2014年発行、定価2000
円＋税、ISBN 978-4-523-17753-1）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「評価基準および方法」に記載した事項を参照。欠席した
場合は必ず連絡すること。「先週欠席していたのでできま
せん/していません」が通用するのは小学校低学年までで
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：論理展開を把握する（復習テストあり）
第2回：論理展開を完全に理解する（復習テストあり）
第3回：論理展開を批判する（復習テストあり）
第4回：上記1-3のことを別トピックで行う練習（復習テス
トあり）
第5回：上記1-3のことを別ジャンルで行う練習（復習テス
トあり）
第6回：ある説の論証を読む（復習テストあり）
第7回：ある説の論証を完全に理解する（復習テストあ
り）
第8回：ある説の論証を論破する（復習テストあり）
第9回：上記6-8のことを別トピックで行う練習（復習テス
トあり）
第10回：上記6-8のことを別ジャンルで行う練習（復習テ
ストあり）
第11回：データを扱った文章を読み、データと著者の意見
を理解する（復習テストあり）
第12回：データが著者の主張を裏付けているか考える（復
習テストあり）
第13回：データから他に何か言えないか考える（復習テス
トあり）
第14回：上記11-13のことを別トピックで行う練習（復習
テストあり）
第15回：上記11-13のことを別ジャンルで行う練習（復習
テストあり）



2019-1040000413-03英語読解ⅠＢ「(c)」

白谷　敦彦

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.(1) 著者の主張やその裏付けとなるものを読み取ることができ、著者の主張が
本当に裏付けられているか検証することもできる。　(A-2)

2.(2) 読むことで学んだ論理展開や文章構造などを他の3技能に活かすことがで
きる。　(B-1)

3.様々なトピックやジャンルに対して(1)ができ、他者の様々な考え方を理解す
ることができる。　(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。



2019-1040000413-04英語読解ⅠＢ「(SIE)」

 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・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

古賀　恵介

◎－－－　概要　－－－◎

英語の読解能力を向上させるためには、大量の英文を定常的・
継続的に読むことが必要です。また、近年、社会的に実用性の
高い英語能力を伸ばすことがますます強く求められるように
なってきています。そこで、この授業では、世界的に名の知ら
れた企業の紹介文を題材にして、様々な分野のビジネスを表現
する英語を学んでいきます。

この授業はSIEクラスなので、基本的にすべて英語で行われま
す。選抜され許可を受けた人だけ受講して下さい。（再履修者
の受講はご遠慮ください。）
有名企業を紹介する英文を題材として、文章読解訓練と英語で
のまとめ訓練を行います。
毎回の授業の最初に、前回の授業内容に関する単語テストを行
います。
宿題として、追加の読解課題が課されます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ビジネスや企業の業務を表現する実務的英語の読解力を向上さ
せる。(知識・理解)

実務的英語の語彙力・文法知識を向上させる。(技能)

世界の企業・ビジネスで用いられるタイプの実務的英語の文章
を数多く読むことで、ビジネス文化の差異に対する理解と受容
性を養う。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回、授業の最初に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）

追加の文章読解の宿題が課されますので、きちんと行って下さ
い。（120分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

以下の３点の合計で評価します。

単語テスト（平均） 20%
実務的英語の語彙力向上の程度を評価する
追加読解課題（宿題） 30%
授業外での実務的英語の読解練習と理解力の向上の程度を評価
する
最終テスト 50%
最終的に実務的英語の文章読解力やビジネス・企業のあり方に
対する理解の向上の程度を評価する

この授業は定期試験を行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Outstanding Monozukuri Companies (Shohakusha)

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

SIEクラスですので、選抜され許可を受けた人だけ受講し
て下さい。（再履修者の受講はご遠慮ください。）

毎回、授業の最初に単語テストを行うので、遅刻や無断欠
席をしないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

マツダ
ハウス食品
TOTO
シマノ
マツダデザイン
UCC
ダイフク
サクラクレパス
ヤンマー (1)
ヤンマー (2)
オタフクソース
トンボ
日東電工
モロゾフBank
最終テストと解説

※この授業は定期試験を行いません。



2019-1040000413-04英語読解ⅠＢ「(SIE)」

古賀　恵介

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.ビジネスや企業の業務を表現する実務的英語の読解力を向上させる。　(A-2)

2.実務的英語の語彙力・文法知識を向上させる。　(B-1)

3.世界の企業・ビジネスで用いられるタイプの実務的英語の文章を数多く読む
ことで、ビジネス文化の差異に対する理解と受容性を養う。　(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。



2019-1040000414-01英語読解ⅡＡ「(a)」

 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：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、イギリスの小説家グレアム・グリーン（Graham
Greene）の短編を精読し、英語による読解力を高め、文学作品
を批評する力を養う。週毎に受講者に翻訳および解説に関する
発表を行ってもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文学の文化的背景に関して、幅広い知識かつ専門的知識を
有している。(知識・理解)

②文芸作品を英語で精読・解釈し、その成果をまとめることが
できる。(技能)

③英語の特質とその文化的背景に対し、学術的探究心を有して
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回授業の範囲を読み、前回授業の範囲を復習すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～③に関して、以下の方法で評価する。

平常点30%（③を基準として評価）
発表10%（②を基準として評価）
試験（中間および期末テスト）60%（①～③を基準として評
価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

二十一の短編　ISBN 978-4-15-120031-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書（電子辞書可）を持ってくること。
3分の1以上（通常は5回以上）を欠席すると、成績評価が
困難になり、単位取得が難しくなるので注意すること。ま
た、遅刻も評価が下がるので、留意しておくこと。
定期試験はありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. "I, Spy" (1)
3. "I, Spy" (2)
4. "I, Spy" (3)
5.  "The Case for the Defence" (1)
6. "The Case for the Defence" (2)
7. "The Case for the Defence" (3)
8. "The Case for the Defence" (4)
9. 中間テスト
10. "The End of the Party" (1)
11. "The End of the Party" (2)
12. "The End of the Party" (3)
13. "The End of the Party" (4)
14. "The End of the Party" (5)
15. 期末テスト



2019-1040000414-01英語読解ⅡＡ「(a)」

岩崎　雅之

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.①英文学の文化的背景に関して、幅広い知識かつ専門的知識を有している。
　(A-2)

2.②文芸作品を英語で精読・解釈し、その成果をまとめることができる。　
(B-1)

3.③英語の特質とその文化的背景に対し、学術的探究心を有している。　(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。



2019-1040000414-02英語読解ⅡＡ「(b)」

 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：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、ウィリアム・シェイクスピア（William
Shakespeare）の演劇作品『真夏の世の夢（A Midsummer
Night’s Dream）』を通じて、ルネサンス期英国の文学と社会
について学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）初期近代英語についての基礎知識を有している(知識・
理解)

（２）シェイクスピア演劇についての知識を表現できるように
なる(技能)

（３）シェイクスピア作品の特性と文化的背景を理解しようと
いう態度を有している(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業で進む範囲の原文と翻訳をしっかりと読み比
べる。
復習：前回授業内容を確認し、音読の練習をおこなう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業参加の状況（到達目標（２）、（３）を基準に評価）50％
小テスト（到達目標（１）を基準に評価）50％

※定期試験期間中に筆記試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 『対訳・注解　シェイクスピア選集2「真夏の夜の
夢」』
[Author(s)] ウィリアム・シェイクスピア（著）、大場建治
（編集）
[Publisher] 研究社
[ISBN] 978-4-327-18002-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を行なわない「試験なし科目」である。
評価に占める毎回の授業参加の比率が高いので、欠席が重
なると単位取得が難しくなる。
対訳テキストではあるが、必ず英語辞書を準備すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 第一幕（１）
3. 第一幕（２）
4. 第二幕（１）
5. 第二幕（２）
6. 第二幕（３）
7. 第三幕（１）
8. 第三幕（２）
9. 第三幕（３）
10. 第四幕（１）
11. 第四幕（２）
12. 第五幕（１）
13. 第五幕（２）
14. 第五幕（３）
15. 総まとめ



2019-1040000414-02英語読解ⅡＡ「(b)」

棚町　温

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.（１）初期近代英語についての基礎知識を有している　(A-2)

2.（２）シェイクスピア演劇についての知識を表現できるようになる　(B-1)

3.（３）シェイクスピア作品の特性と文化的背景を理解しようという態度を有
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。



2019-1040000414-03英語読解ⅡＡ「(c)」

 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：月・１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、読解力を向上させることを主な目的として、英
語の４技能の向上を目指します。著名な作家によって書かれた
文体スタイルが異なる英語を読むことで、いろいろなタイプの
英語に触れます。テキストは、「個人的な悲しみ」、「幼い頃
の思い出」、「さまざまな関係」、そして「将来の展望」と
いった人生で必ず誰しも考えさせられるであろう４つのテーマ
ごとにわかれています。テーマごとの読み物を読んで大意をつ
かむスキミングの練習とテキストの音読も行います。併せて、
このテキストを使って授業一回ごとに完結する短い読み物をも
とにしたボキャブラリー、文法チェックも同時に行いますの
で、資格試験への対策としても応用できるでしょう。また、
ディスカッショントピックに基づいて自分の考えを毎回コメン
トシートを作成することで自分の意見を表現する練習も行いま
す。また、毎回読む読み物の時代的背景や当時の文化に関して
は、メディアを使って映像で確認します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 英語の文法および英語が使われる文化的背景に対する理解を
深める。(知識・理解)

2. 読解を中心として英語の４技能をバランスよく向上させる。
(技能)

3. 海外の文化や社会状況に関心を抱くようになる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の予習を30分以上行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回提出のコメントシートとグループワーク　５０％　（３の
到達目標をもとに評価します）
授業内における最終試験　５０％　（１と２の到達目標をもと
に評価します）

この授業では定期試験期間中に試験を行いません。よって、再
試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Reflections: An Intermediate Reading Skills Text
by John Dennis and Suzanne Griffin
Shohakusha
ISBN:978-4-888198-443-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず音読の練習をしておいてください。また、予習を欠か
さないようにしましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Overview
2. "A White Man's Word" by Debra Swallow
3. "The Geese" by E.B. White
4. "Thank you, Ma'm" by Langston Hughes
5. You Go Your Way, I'll Go Mine" by William Saroyan
6. "Antonio's First Day of School" by Rudolfo Anaya
7. "George Washington, My Counrtyman" by Mary Antin
8. "Music Lady" by Vickie L. Sears
9. "I Know Why the Caged Bird Sings" by Maya Angelow
10. "The Red Dog" by Howard Maier
11. "Going Home" by Pete Hamill
12. "I have a Dream" by Martin Luther King, Jr.
13. Discussion Day
14. Review  Day
15.  Final Examination

スケジュールは進捗状況によって順番が入れ替わることが
あります。



2019-1040000414-03英語読解ⅡＡ「(c)」

樋渡　真理子

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.1. 英語の文法および英語が使われる文化的背景に対する理解を深める。　
(A-2)

2.2. 読解を中心として英語の４技能をバランスよく向上させる。　(B-1)

3.3. 海外の文化や社会状況に関心を抱くようになる。　(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。



2019-1040000414-04英語読解ⅡＡ「(SIE)」

 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：中級　　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　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

This class will help you develop your English reading abilities, using
stories  from England, Canada, and America (300-1000 words). You
will study vocabulary and content, write summaries, and learn to
understand the cultural backgrounds in the stories. You are expected
to take part in group activities and discussions.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) Improve your understanding of other cultures through stories from
England, Canada, and America.
(知識・理解)

(2) Become more comfortable sharing your opinions and ideas with
your classmates and a teacher while developing your reading abilities
in English.(技能)

(3) Learn to appreciate the cultural differences while acquiring
knowledge about the historical and social backgrounds of the
stories.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

It is necessary to prepare for the upcoming unit in the textbook by
reading the unit and checking for any unknown vocabulary (45
minutes). You should also complete the exercises in each unit (15
minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Class Participation (Active participation in pair / group work and
discussion): 30% [ Course objective (1), (2), (3)]
Weekly quiz: 10% [Course objective (1), (2)]
Story summaries: 30% [ Course objective (1), (2)]
Final Test: 30% [ Course objective (1) & (2)]
  *There is no exam during the term examination period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Short Short Stories
[Author(s)] Kiyoshi Takahashi
[Publisher]　Ikubundo
[ISBN]9784261020014

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*This class is for students who have been accepted into the
"Study in English" (SIE) program.

-Students with 5 or more absences will have difficulty receiving
credit for this course.
-Lateness, absence and failure to bring your textbook, dictionary,
and worksheet will lead to lower grades.
-The use of phones is not permitted in class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2. Early Autumn by Langston Hughes
3. A Hot Day by Joyce Cary
4. English for Foreigners by Norman Levine
5. After the War by Warren Beck
6. The Ship by Joseph Bruchac
7. A Long Time Ago People Decided to Live in America by
Richard Brautigan
8. On Being Crazy by W. E. B. Du Bois
9. Bus Ticket by Zoe Fairbairns
10. The Old Bus by Richard Brautigan
11. Patricia by Fraser Sutherland
12. One September Afternoon by Alden Nowlan
13. Just Along for the Ride by Dennis Kurumada
14. Review
15. Final Test



2019-1040000414-04英語読解ⅡＡ「(SIE)」

銅堂　恵美子

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.(1) Improve your understanding of other cultures through stories from England,
Canada, and America.
　(A-2)

2.(2) Become more comfortable sharing your opinions and ideas with your classmates
and a teacher while developing your reading abilities in English.　(B-1)

3.(3) Learn to appreciate the cultural differences while acquiring knowledge about the
historical and social backgrounds of the stories.　(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。



2019-1040000415-01英語読解ⅡＢ「(a)」

 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：水・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、イギリスの小説家W. サマセット・モーム（W.
Somerset Maugham）の短編を精読し、英語による読解力を高
め、文学作品を批評する力を養う。週毎に受講者に翻訳および
解説に関する発表を行ってもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文学の文化的背景に関して、幅広い知識かつ専門的知識を
有している。(知識・理解)

②文芸作品を英語で精読・解釈し、その成果をまとめることが
できる。(技能)

③英語の特質とその文化的背景に対し、学術的探究心を有して
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回授業の範囲を読み、前回授業の範囲を復習すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～③に関して、以下の方法で評価する。

平常点30%（③を基準として評価）
発表10%（②を基準として評価）
試験（中間および期末テスト）60%（①～③を基準として評
価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

モーム短編選　ISBN 978-4-00-372503-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書（電子辞書可）を持ってくること。
3分の1以上（通常は5回以上）を欠席すると、成績評価が
困難になり、単位取得が難しくなるので注意すること。ま
た、遅刻も評価が下がるので、留意しておくこと。
定期試験はありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. "Mr Know-All" (1)
3. "Mr Know-All" (2)
4. "Mr Know-All" (3)
5. "Mr Know-All" (4)
6. "Mr Know-All" (5)
7.  "Mr Know-All" (6)
8. 中間テスト
9. "The Colonel's Lady" (1)
10. "The Colonel's Lady" (2)
11. "The Colonel's Lady" (3)
12. "The Colonel's Lady" (4)
13.  "The Colonel's Lady" (5)
14.  "The Colonel's Lady" (6)
15. 期末テスト



2019-1040000415-01英語読解ⅡＢ「(a)」

岩崎　雅之

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.①英文学の文化的背景に関して、幅広い知識かつ専門的知識を有している。
　(A-2)

2.②文芸作品を英語で精読・解釈し、その成果をまとめることができる。　
(B-1)

3.③英語の特質とその文化的背景に対し、学術的探究心を有している。　(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。



2019-1040000415-02英語読解ⅡＢ「(b)」

 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：月・１時限　　試験時間割：定期試験なし　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、ウィリアム・シェイクスピア（William
Shakespeare）の演劇作品『ロミオとジュリエット（Romeo and
Juliet）』を通じて、ルネサンス期英国の文学と社会について学
びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）初期近代英語についての基礎知識を有している(知識・
理解)

（２）シェイクスピア演劇についての知識を表現できるように
なる(技能)

（３）シェイクスピア作品の特性と文化的背景を理解しようと
いう態度を有している(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業で進む範囲の原文と翻訳をしっかりと読み比
べる。
復習：前回授業内容を確認し、音読の練習をおこなう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業参加の状況（到達目標（２）、（３）を基準に評価）50％
小テスト（到達目標（１）を基準に評価）50％

※定期試験期間中に筆記試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] 『対訳・注解　シェイクスピア選集5「ロミオと
ジュリエット」』
[Author(s)] ウィリアム・シェイクスピア（著）、大場建治
（編集）
[Publisher] 研究社
[ISBN] 978-4-327-18005-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を行なわない「試験なし科目」である。
評価に占める毎回の授業参加の比率が高いので、欠席が重
なると単位取得が難しくなる。
対訳テキストではあるが、必ず英語辞書を準備すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. 第一幕（１）
3. 第一幕（２）
4. 第一幕（３）
5. 第二幕（１）
6. 第二幕（２）
7. 第二幕（３）
8. 第三幕（１）
9. 第三幕（２）
10. 第三幕（３）
11. 第四幕（１）
12. 第四幕（２）
13. 第五幕（１）
14. 第五幕（２）
15. 総まとめ



2019-1040000415-02英語読解ⅡＢ「(b)」

棚町　温

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.（１）初期近代英語についての基礎知識を有している　(A-2)

2.（２）シェイクスピア演劇についての知識を表現できるようになる　(B-1)

3.（３）シェイクスピア作品の特性と文化的背景を理解しようという態度を有
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。



2019-1040000415-03英語読解ⅡＢ「(c)」

 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：月・１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、読解力を向上させることを主な目的として、英
語の４技能の向上を目指します。前期は異なるテーマで書かれ
た短めの文章をまとめる作業をすることで英語で文章を読むと
きのこつを学びましたが、後期は応用編として、子ども向けに
書かれた冒険ものの本『クボーと二本の弦』を使ってボキャブ
ラリー増強と読解力を高めることを実践します。毎回、内容把
握のためのコメントシートを提出してもらい、自己表現力を高
めましょう。また、海外の文化に対する理解を深めるために、
文化的背景に関してはメディアを使って映像で確認しながら授
業を進めていきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．英語の文法および英語が使われる文化的背景に対する理解
を深める。(知識・理解)

２．読解を中心として英語の４技能をバランスよく向上させ
る。(技能)

３．海外の文化や社会状況に関心を抱くようになる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の予習を30分以上行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回提出のコメントシートとグループワーク　５０％（３の到
達目標をもとに評価します）
授業内における最終試験　５０％（１と２の到達目標をもとに
評価します）

この授業では定期試験期間中に試験を行いません。よって、再
試験も実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

Kubo and the Two Strings by Sadie Chesterfield
Little, Brown and Company
ISBN: 9780316361446

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

必ず音読の練習をしておいてください。また、予習を欠か
さないようにしましょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Course Overview
2. -13. 各章ごとの読解、要旨をまとめる作業、ディスカッ
ション
14. Review Day
15. Final Exam

スケジュールは進捗状況によって順番が入れ替わることが
あります。



2019-1040000415-03英語読解ⅡＢ「(c)」

樋渡　真理子

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.１．英語の文法および英語が使われる文化的背景に対する理解を深める。　
(A-2)

2.２．読解を中心として英語の４技能をバランスよく向上させる。　(B-1)

3.３．海外の文化や社会状況に関心を抱くようになる。　(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。



2019-1040000415-04英語読解ⅡＢ「(SIE)」

 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：中級　　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　　

銅堂　恵美子

◎－－－　概要　－－－◎

This class will help you sharpen your vocabulary skills and become
better readers. You will be introduced to some basic concepts of
literary analysis and the rich heritage of American literature. You
should be able to gain a general understanding of American history as
well as the lives of people in America and their struggles. You are
expected to take part in group activities and discussions.

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) Improve your understanding of  American history and culture
through American literature.
(知識・理解)

(2) Become more comfortable sharing your opinions and ideas with
your classmates and a teacher while developing your reading abilities
in English.(技能)

(3) Learn to appreciate the cultural differences while acquiring
knowledge about the historical and social backgrounds of the
stories.(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

It is necessary to prepare for the upcoming unit in the textbook by
reading the unit and checking for any unknown vocabulary (50
minutes). You should also complete the exercises in each unit (10
minutes).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Class Participation (Active participation in pair / group work and
discussion): 30% [ Course objective (1), (2), (3) ]
Weekly quiz : 10%  [ Course objective (1), (2) ]
Presentation: 30% [ Course objective (1), (2), (3) ]
Final Test: 30% [Course objective (1) & (2) ]
  *There is no exam during the term examination period.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] American Short Stories
[Author(s)] Greg Costa
[Publisher]　Cengage
[ISBN]978-0-0302-1334-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

*This class is for students who have been accepted into the
"Study in English" (SIE) program.

-Students with 5 or more absences will have difficulty receiving
credit for this course.
-Lateness, absence and failure to bring your textbook, dictionary,
and worksheet will lead to lower grades.
-The use of phones is not permitted in class.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1: Introduction
2 The Fat of the Land / Anzia Yezierska (1)
3 The Fat of the Land / Anzia Yezierska (2)
4 South of the Slot / Jack London  (1)
5 South of the Slot / Jack London  (2)
6 The Gift of the Magi / O. Henry (Presentation)
7 The Only Rose / Sarah Orne Jewett  (Presentation)
8 The Bride Comes to Yellow Sky / Stephen Crane
(Presentation)
9 An Occurrence at Owl Creek Bridge / Ambrose Bierce
(Presentation)
10 A Curious Dream / Mark Twain  (Presentation)
11 The Black Cat / Edgar Allan Poe (Presentation)
12 Rip Van Winkle / Washington Irving(1) (Presentation)
13 Rip Van Winkle / Washington Irving (2) (Presentation)
14. Review
15. Final Test



2019-1040000415-04英語読解ⅡＢ「(SIE)」

銅堂　恵美子

◎英語:A-2,B-1,C-2

1.(1) Improve your understanding of  American history and culture through American
literature.
　(A-2)

2.(2) Become more comfortable sharing your opinions and ideas with your classmates
and a teacher while developing your reading abilities in English.　(B-1)

3.(3) Learn to appreciate the cultural differences while acquiring knowledge about the
historical and social backgrounds of the stories.　(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。



2019-1040000662-01英語文学と社会Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　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：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、映画『恋に落ちたシェイクスピア（Shakespeare
in Love）』を通じて、劇作家ウィリアム・シェイクスピア
（William Shakespeare）の作品とその時代・社会背景について
学ぶ。
本作品は史実と虚構の混ざり合ったものであるため、映画を読
み解くことでシェイクスピアの時代についての知識と現代にお
ける受容のあり方を学ぶことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）シェイクスピア作品とその時代についての基礎知識を有
している(知識・理解)

（２）シェイクスピア演劇についての知識を表現できるように
なる(技能)

（３）シェイクスピア作品の言語的特性を理解しようという態
度を有している(態度・志向性)

（４）シェイクスピア作品の文化的背景を理解しようという態
度を有している(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業で進む範囲の予習を行う。
復習：前回授業内容を確認し、音読の練習をおこなう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業参加の状況（到達目標（３、４）を基準に評価）50％
小テスト（到達目標（１、２）を基準に評価）50％

※定期試験期間中に筆記試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]『恋に落ちたシェイクスピア（Shakespeare in
Love）』
[Author(s)]（著者）Marc Norman、Tom Stoppard（編著）香
西史子、John Cronin
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-481-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を行なわない「試験なし科目」である。
評価に占める毎回の授業参加の比率が高いので、欠席が重
なると単位取得が難しくなる。
必ず英語辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. イントロダクション
2. Chapter 1
3. Chapter 2
4. Chapter 3
5. Chapter 4
6. Chapter 5
7. Chapter 6
8. Chapter 7
9. Chapter 8
10. Chapter 9
11. Chapter 10
12. Chapter 11
13. Chapter 12
14. Chapter 13
15. 総まとめ



2019-1040000662-01英語文学と社会Ａ

棚町　温

◎英語:A-2,B-2,C-1,C-2

1.（１）シェイクスピア作品とその時代についての基礎知識を有している　
(A-2)

2.（２）シェイクスピア演劇についての知識を表現できるようになる　(B-2)

3.（３）シェイクスピア作品の言語的特性を理解しようという態度を有してい
る　(C-1)

4.（４）シェイクスピア作品の文化的背景を理解しようという態度を有してい
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。



2019-1040000663-01英語文学と社会Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　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：金・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

棚町　温

◎－－－　概要　－－－◎

この授業では、キャリル・チャーチル（Caryl Churchill）の演劇
作品を通じて、現代イギリスの文学と社会について学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

（１）チャーチルの演劇作品についての基礎知識を有している
(知識・理解)

（２）現代イギリス演劇を原文で精読・解釈し、その成果を表
現できるようになる(技能)

（３）現代演劇の言語的特性を理解しようという態度を有して
いる(態度・志向性)

（４）現代演劇の文化的背景を理解しようという態度を有して
いる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回授業の範囲を読み、前回授業の範囲を復習すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業参加の状況（到達目標（３）、（４）を基準に評価）50％
小テスト（到達目標（１）、（２）を基準に評価）50％

※定期試験期間中に筆記試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Caryl Churchill Plays: Four
[Author(s)] Caryl Churchill
[Publisher] Nick Hern Books
[ISBN] 978-1-85459-540-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

定期試験を行なわない「試験なし科目」である。
評価に占める毎回の授業参加の比率が高いので、欠席が重
なると単位取得が難しくなる。
必ず英語辞書を持参すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.イントロダクション
2.Far Away (1)
3.Far Away (2)
4.Far Away (3)
5.Blue Heart (1)
6.Blue Heart (2)
7.Blue Heart (3)
8.前半まとめ、小テスト
9.A Number (1)
10.A Number (2)
11.A Number (3)
12.Drunk Enough Say I Love You? (1)
13.Drunk Enough Say I Love You? (2)
14.Drunk Enough Say I Love You? (3)
15.後半まとめ、小テスト



2019-1040000663-01英語文学と社会Ｂ

棚町　温

◎英語:A-2,B-2,C-1,C-2

1.（１）チャーチルの演劇作品についての基礎知識を有している　(A-2)

2.（２）現代イギリス演劇を原文で精読・解釈し、その成果を表現できるよう
になる　(B-2)

3.（３）現代演劇の言語的特性を理解しようという態度を有している　(C-1)

4.（４）現代演劇の文化的背景を理解しようという態度を有している　(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。



2019-1040000653-01英語プレゼンテーションＡ「(SIE)」

 期別：前期　　単位数：2　　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　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、英語学科SIE（Study in English ）プログラムのク
ラスですので、英語学科による選抜を経て許可された学生以外は
受講できません。

　基礎的英語発話能力を育成するトレーニングでは、意味的にひ
とまとまりのある語群（センスグループ）としてのチャンク
（chunk）を発話能力育成の際の学習最小単位とし、様々な音読
トレーニングを介して、多くのチャンクを蓄積していきます。そ
して、このチャンクこそが、プレゼンテーションの様な発話活動
において、自動的に利用可能なレパートリーとなります。以下
が、そのトレーニングの具体的なメニューです：
1）与えられた英文にチャンキング（chunking:chunk毎に区切る）
を施す。
2）音韻・統語・語彙の全ての面で、その英文を完全に理解す
る。
3）チャンクを瞬時に目で認知して記憶に留める「視覚メモ
リー」と、それと結合する「聴覚メモリー」を強化し、チャンク
（文字）とその正しい音声イメージとの結合ができるだけ短時間
で完了するようにする。
　ⅰ）Read and Look-up
4) チャンクからセンテンス、そしてパッセージへとトレーニング
の対象を拡大して行きます。
　ⅱ）Parallel Reading
　ⅲ）Shadowing
5) 最後に、これまでの発話トレーニングを実際の発話活動に結び
付けます。
　ⅳ）Keywords Recitation

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の意見や考え方を相手に分かり易く伝えるために必要な英語
の基礎的な語彙・文法を修得している。(知識・理解)

IC機器を使って信頼性の高い情報を集め、論理的に整理すること
ができる。(技能)

収集した情報を活用して自分の考えを組み立て、パワーポイント
などを更に利用して相手に分かり易く伝えることができる。(技
能)

グループの他のメンバーと協力して情報を収集し、効果的なグ
ループ・プレゼンテーションを作成・実行することができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：基礎的英語発話能力育成トレーニング以外は、基本的にテ
キストに沿って学習を進めますので、適宜下調べをして置いてく
ださい。（60分）
復習：授業中に課した音読トレーニングだけでは不十分ですの
で、必ず自宅でも同様のトレーニングを毎日続けて下さい。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験期間中に筆記試験を実施しませんが、日ごろの学習へ
の取り組みと数回に渡るプレゼンテーションにより、総合的に評
価します：
・毎週の学習状況：20％
・各種プレゼンテーション：80％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Presentation Workshop
[Author(s)] Craig Smith 他
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764739291
[Comments]　テキスト価格　￥2,300

◎－－－　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　－－－◎

　3分の1以上の欠席は単位取得ができない場合があります
ので注意が必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.全般的な説明
Introducing Yourself(Training)
2.Introducing Yourself(Presentation)
3.The Global Peace Index(Training)
4.The Global Peace Index(presentation)
5.Japan's Global Responsibility(Training)
6.Japan's Global Responsibility(Presentation)
7.Social Networking(Training)
8.Social Networking(Presentation)
9.UNESCO(Training)
10.UNESCO(Presentation)
11.Improving Primary School Education(Training)
12.Improving Primary School Education(Presentation)
13.まとめと復習(1)
14.まとめと復習(2)
15.総まとめと質疑応答



2019-1040000653-01英語プレゼンテーションＡ「(SIE)」

大津　敦史

◎英語:A-2,B-3,B-4,C-4

1.自分の意見や考え方を相手に分かり易く伝えるために必要な英語の基礎的な
語彙・文法を修得している。　(A-2)

2.IC機器を使って信頼性の高い情報を集め、論理的に整理することができる。
　(B-3)

3.収集した情報を活用して自分の考えを組み立て、パワーポイントなどを更に
利用して相手に分かり易く伝えることができる。　(B-4)

4.グループの他のメンバーと協力して情報を収集し、効果的なグループ・プレ
ゼンテーションを作成・実行することができる。　(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。



2019-1040000653-02英語プレゼンテーションＡ「(SIE以外)」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、３年次に始まる各ゼミ内でのプレゼンテーションや
卒業論文発表会、就職活動における自己プレゼンテーション等に備
えて、論理的な英語の文章を読み、それについての意見を論理的に
英語でプレゼンテーションを行う能力を身につける事を主眼としま
す。
　普段の生活で日常的に英語に触れる生活をしていない日本人が英
語でプレゼンテーションを行うには、意識的に相当量の英文に触
れ、文章構成の論理的パターンを身に付けておく必要があります。
　この授業では、英語プレゼンテーションをする上で必要な英語表
現や論理的思考に基づいたプレゼンテーション技術を身につけま
す。まず時事問題を中心としたテキストの英文を読み論理的文章の
構造を理解した上で、自分の意見を書く練習を行います。実際に文
章を作成する際には、Microsoft WordやPowerPointを使用するとと
もにマルチメディアも活用し、英語プレゼンテーションが論理的か
つ効果的に展開できるよう徹底して訓練を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

時事英語を中心とした英語の言語的特質や文化に関して幅広い知
識・理解・考え方を身につけている。(知識・理解)

インターネットやICT機器等の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情報を整序・分析するこ
とができる。(技能)

身につけた知識や収集した情報を活用して英語で自分の考えを構築
し、マルチメディアでそれをわかりやすく表現し、他者にプレゼン
テーションすることができる。(技能)

同じグループの人と積極的に意見を交わしながらプレゼンテーショ
ンを行う協調性を身につけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本授業では、テキストの各ユニットにテーマとなるニュース記事
が載っており、それにそってプレゼンテーションを作り上げていく
が、授業で記事を精読する時間はないので、予習として各自目を通
しておくこと（１２０分）。プレゼンテーション作成は、授業時間
内では収まらないので、復習として自宅学習で補完すること（１２
０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　下記の点を評価基準として総合的に評価します。

・論理的英語表現の理解や習得（２０％）：　論理的英語文章の展
開の仕方や表現方法を習得しているかどうかをPCモニタや小テス
トで確認します。
・各プレゼンテーションの完成度（５０％）：　論理的英語文章の
読解で学習したことをしっかりと自身のプレゼンテーションに生か
しているかどうか。プレゼンテーション自体の完成度も大切である
が、完成に至る過程での労力を惜しまずに毎週しっかりと準備を
行っているかどうか。 完成したパワーポイント・実際のプレゼ
ン・相互評価表等で確認します。
・授業に対する姿勢（３０％）：　授業中の作業をきちんとこな
し、他者が行ったプレゼンテーションでのディスカッションで積極
的に発言を行う等、基本的な授業姿勢ができているかどうか。 授
業中の見回りで確認します。

※定期試験期間中の試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

News Made Easy!（金星堂）¥2,052(税込)
ISBN:978-4-7647-3924-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本授業では、クラス内でいくつかのグループに分かれ、
グループ内で一人一人が定期的に英語でプレゼンテーショ
ンを行います。毎回の時事テーマを深く理解し、自分の意
見をしっかりと持ち、準備万端にしてプレゼンテーション
を行ってください。プレゼンテーションは緊張の連続です
が、次年度から始まるゼミや就職活動では避けて通れない
道ですので気を引き締めて臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2．Preparation: IT Breathes New Life into Farming
3．Presentation: IT Breathes New Life into Farming
4．Preparation: Education Ministry Contemplating Digital
Textbooks
5. Presentation: Education Ministry Contemplating Digital
Textbooks
6．Preparation: Drinking Coffee, Green Tea Daily Lowers Risk
of Death
7．Presentation: Drinking Coffee, Green Tea Daily Lowers Risk
of Death
8．Preparation: Japan Will Be Last G-7 Country to Make Solar
Power Economically Viable
9．Presentation: Japan Will Be Last G-7 Country to Make Solar
Power Economically Viable
10．Preparation: Japan Ranked Ninth Most Tourist-friendly
Nation
11．Presentation: Japan Ranked Ninth Most Tourist-friendly
Nation
12．Preparation: Expressive Emoji Win Over Merriam-
Webster’s Wordsmiths
13．Presentation: Expressive Emoji Win Over Merriam-
Webster’s Wordsmiths
14．Preparation: IBM, Apple Working with Japan Post on Apps
for Elderly Care
15．Presentation: IBM, Apple Working with Japan Post on
Apps for Elderly Care



2019-1040000653-02英語プレゼンテーションＡ「(SIE以外)」

奥田　裕司

◎英語:A-2,B-3,B-4,C-4

1.時事英語を中心とした英語の言語的特質や文化に関して幅広い知識・理解・
考え方を身につけている。　(A-2)

2.インターネットやICT機器等の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情報を整序・分析することができる。　(B-3)

3.身につけた知識や収集した情報を活用して英語で自分の考えを構築し、マル
チメディアでそれをわかりやすく表現し、他者にプレゼンテーションすること
ができる。　(B-4)

4.同じグループの人と積極的に意見を交わしながらプレゼンテーションを行う
協調性を身につけている。　(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。



2019-1040000654-01英語プレゼンテーションＢ「(SIE)」

 期別：後期　　単位数：2　　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　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業は、英語学科SIE（Study in English ）プログラムのク
ラスですので、英語学科による選抜を経て許可された学生以外は
受講できません。

　基礎的英語発話能力を育成するトレーニングでは、意味的にひ
とまとまりのある語群（センスグループ）としてのチャンク
（chunk）を発話能力育成の際の学習最小単位とし、様々な音読
トレーニングを介して、多くのチャンクを蓄積していきます。そ
して、このチャンクこそが、プレゼンテーションの様な発話活動
において、自動的に利用可能なレパートリーとなります。以下
が、そのトレーニングの具体的なメニューです：
1）与えられた英文にチャンキング（chunking:chunk毎に区切る）
を施す。
2）音韻・統語・語彙の全ての面で、その英文を完全に理解す
る。
3）チャンクを瞬時に目で認知して記憶に留める「視覚メモ
リー」と、それと結合する「聴覚メモリー」を強化し、チャンク
（文字）とその正しい音声イメージとの結合ができるだけ短時間
で完了するようにする。
　ⅰ）Read and Look-up
4) チャンクからセンテンス、そしてパッセージへとトレーニング
の対象を拡大して行きます。
　ⅱ）Parallel Reading
　ⅲ）Shadowing
5) 最後に、これまでの発話トレーニングを実際の発話活動に結び
付けます。
　ⅳ）Keywords Recitation

◎－－－　到達目標　－－－◎

自分の意見や考え方を相手に分かり易く伝えるために必要な英語
の基礎的な語彙・文法を修得している。(知識・理解)

IC機器を使って信頼性の高い情報を集め、論理的に整理すること
ができる。(技能)

収集した情報を活用して自分の考えを組み立て、パワーポイント
などを更に利用して相手に分かり易く伝えることができる。(技
能)

グループの他のメンバーと協力して情報を収集し、効果的なグ
ループ・プレゼンテーションを作成・実行することができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：基礎的英語発話能力育成トレーニング以外は、基本的にテ
キストに沿って学習を進めますので、適宜下調べをして置いてく
ださい。（60分）
復習：授業中に課した音読トレーニングだけでは不十分ですの
で、必ず自宅でも同様のトレーニングを毎日続けて下さい。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験期間中に筆記試験を実施しませんが、日ごろの学習へ
の取り組みと数回に渡るプレゼンテーション及び最後のポスター
プレゼンテーションにより、総合的に評価します：
・毎週の学習状況：20％
・各種プレゼンテーション：60％
・ポスタープレゼンテーション：20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Presentation Workshop
[Author(s)] Craig Smith 他
[Publisher] 金星堂
[ISBN] 9784764739291
[Comments]　テキスト価格　￥2,300

◎－－－　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　－－－◎

　3分の1以上の欠席は単位取得ができない場合があります
ので注意が必要です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.The Daily News(Training)
2.The Daily News(Presentation)
3.Japan's Low Birth Rate(Training)
4.Japan's Low Birth Rate(presentation)
5.Nuclear Power(Training)
6.Nuclear Power(Presentation)
7.The Internationalization of Japan's Universities(Training)
8.The Internationalization of Japan's Universities(Presentation)
9.Japan and the United Nations Security Council(Training)
10.Japan and the United Nations Security Council(Presentation)
11.Artificial Intelligence(Training)
12.Artificial Intelligence(Presentation)
13.ポスタープレゼンテーション
14.まとめと復習
15.総まとめと質疑応答



2019-1040000654-01英語プレゼンテーションＢ「(SIE)」

大津　敦史

◎英語:A-2,B-3,B-4,C-4

1.自分の意見や考え方を相手に分かり易く伝えるために必要な英語の基礎的な
語彙・文法を修得している。　(A-2)

2.IC機器を使って信頼性の高い情報を集め、論理的に整理することができる。
　(B-3)

3.収集した情報を活用して自分の考えを組み立て、パワーポイントなどを更に
利用して相手に分かり易く伝えることができる。　(B-4)

4.グループの他のメンバーと協力して情報を収集し、効果的なグループ・プレ
ゼンテーションを作成・実行することができる。　(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。



2019-1040000654-02英語プレゼンテーションＢ「(SIE以外)」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

奥田　裕司

◎－－－　概要　－－－◎

　本授業では、３年次に始まる各ゼミ内でのプレゼンテーションや
卒業論文発表会、就職活動における自己プレゼンテーション等に備
えて、論理的な英語の文章を読み、それについての意見を論理的に
英語でプレゼンテーションを行う能力を身につける事を主眼としま
す。
　普段の生活で日常的に英語に触れる生活をしていない日本人が英
語でプレゼンテーションを行うには、意識的に相当量の英文に触
れ、文章構成の論理的パターンを身に付けておく必要があります。
　この授業では、英語プレゼンテーションをする上で必要な英語表
現や論理的思考に基づいたプレゼンテーション技術を身につけま
す。まず時事問題を中心としたテキストの英文を読み論理的文章の
構造を理解した上で、自分の意見を書く練習を行います。実際に文
章を作成する際には、Microsoft WordやPowerPointを使用するとと
もにマルチメディアも活用し、英語プレゼンテーションが論理的か
つ効果的に展開できるよう徹底して訓練を行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

時事英語を中心とした英語の言語的特質や文化に関して幅広い知
識・理解・考え方を身につけている。(知識・理解)

インターネットやICT機器等の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情報を整序・分析するこ
とができる。(技能)

身につけた知識や収集した情報を活用して英語で自分の考えを構築
し、マルチメディアでそれをわかりやすく表現し、他者にプレゼン
テーションすることができる。(技能)

同じグループの人と積極的に意見を交わしながらプレゼンテーショ
ンを行う協調性を身につけている。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　本授業では、テキストの各ユニットにテーマとなるニュース記事
が載っており、それにそってプレゼンテーションを作り上げていく
が、授業で記事を精読する時間はないので、予習として各自目を通
しておくこと（１２０分）。プレゼンテーション作成は、授業時間
内では収まらないので、復習として自宅学習で補完すること（１２
０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　下記の点を評価基準として総合的に評価します。

・論理的英語表現の理解や習得（２０％）：　論理的英語文章の展
開の仕方や表現方法を習得しているかどうかをPCモニタや小テス
トで確認します。
・各プレゼンテーションの完成度（５０％）：　論理的英語文章の
読解で学習したことをしっかりと自身のプレゼンテーションに生か
しているかどうか。プレゼンテーション自体の完成度も大切である
が、完成に至る過程での労力を惜しまずに毎週しっかりと準備を
行っているかどうか。 完成したパワーポイント・実際のプレゼ
ン・相互評価表等で確認します。
・授業に対する姿勢（３０％）：　授業中の作業をきちんとこな
し、他者が行ったプレゼンテーションでのディスカッションで積極
的に発言を行う等、基本的な授業姿勢ができているかどうか。 授
業中の見回りで確認します。

※定期試験期間中の試験は実施しません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

News Made Easy!（金星堂）¥2,052(税込)
ISBN:978-4-7647-3924-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本授業では、クラス内でいくつかのグループに分かれ、
グループ内で一人一人が定期的に英語でプレゼンテーショ
ンを行います。毎回の時事テーマを深く理解し、自分の意
見をしっかりと持ち、準備万端にしてプレゼンテーション
を行ってください。プレゼンテーションは緊張の連続です
が、次年度から始まるゼミや就職活動では避けて通れない
道ですので気を引き締めて臨んでください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction
2．Preparation: Micro-apartments: a New Concept in New York
3．Presentation: Micro-apartments: a New Concept in New
York
4．Preparation: 18 Looms as New Age of Majority
5. Presentation: 18 Looms as New Age of Majority
6．Preparation: New DNA Codes for Mammoths: Step Toward
Bringing Them Back?
7．Presentation: New DNA Codes for Mammoths: Step Toward
Bringing Them Back?
8．Preparation: Nike Wins $1 Billion Contract With NBA as
Adidas Walks Away
9．Presentation: Nike Wins $1 Billion Contract With NBA as
Adidas Walks Away
10．Preparation: U.K. Warms to Idea of Japanese-style Office
Naps
11．Presentation: U.K. Warms to Idea of Japanese-style Office
Naps
12．Preparation: As Sensors Shrink, Watch as ‘Wearables’
Disappear
13．Presentation: As Sensors Shrink, Watch as ‘Wearables’
Disappear
14．Preparation: Stickiness of “Natto” Reduced to Smooth
Sales Abroad
15．Presentation: Stickiness of “Natto” Reduced to Smooth
Sales Abroad



2019-1040000654-02英語プレゼンテーションＢ「(SIE以外)」

奥田　裕司

◎英語:A-2,B-3,B-4,C-4

1.時事英語を中心とした英語の言語的特質や文化に関して幅広い知識・理解・
考え方を身につけている。　(A-2)

2.インターネットやICT機器等の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情報を整序・分析することができる。　(B-3)

3.身につけた知識や収集した情報を活用して英語で自分の考えを構築し、マル
チメディアでそれをわかりやすく表現し、他者にプレゼンテーションすること
ができる。　(B-4)

4.同じグループの人と積極的に意見を交わしながらプレゼンテーションを行う
協調性を身につけている。　(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。



2019-1040000564-01英語ライティングⅡＡ（振替科目：エッセイ・ライティングＡ「13台以前」）

 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：木・３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、主に TOEIC に出てくる英語表現をお手本とし
て学びながら、実用的英語のライティング能力を高めるための
訓練を実践していきます。

具体的には、TOEICのリーディング問題に頻出する広告・通
知・ビジネスレター・e-mail などの文章表現と文章形式を学習
した上で、自分でもその表現を使いながらオリジナルな文章を
書く練習をしていきます。

文書作成にはパソコンを使用します。
毎回の授業の最初に、前回の授業で学習した内容の単語テスト
を行います。
毎回の授業の最後に文書作成課題を提出してもらいます。（課
題はチェックが済み次第返却します。）

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の実用的文書に頻出する語句や言い回しを習得する。(知
識・理解)

パソコンを用いた実用的英語文書の作成技能を身に付ける。
(技能)

インターネットを用いて情報を収集しながら、それを自分なり
にわかりやすくまとめ上げ、文章表現を通じて伝えられるよう
になる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

単語テストを毎回行うので、その準備をしておくこと。（&0
分）

パソコンでの文章作成の練習を普段から心がけておくこと。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

次の３点を総合して評価します。

文書作成課題 50%
毎回の授業でパソコンやインターネットを用いて作成した実用
的文章を、文書形式、語句・言い回し、内容から総合的に評価
します。
単語テスト 20%
毎回の授業の最初に行う単語テストにより実用的文章に頻出の
語彙の習得状況を評価します。
文書作成テスト 30%
学期中に学んだことの総仕上げとして、最終授業日に文書作成
テストを行います。

この授業は定期試験を行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業の最初に単語テストを行うので、遅刻しないよ
うにすること。

毎回の授業で文書作成課題を提出してもらうので、無断欠
席をしないこと。（無断欠席は課題点の減点となりま
す。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

イントロダクション
パソコンでの文書作成（１）
パソコンでの文書作成（２）
飲食について
買い物について
社交について
交通について
旅行について
娯楽について
通信について
医療について
トラブル処理について
申請について
ビジネス取引
文書作成テスト

※この授業は定期試験を行いません。



2019-1040000564-01英語ライティングⅡＡ（振替科目：エッセイ・ライティングＡ「13台以前」）

古賀　恵介

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.英語の実用的文書に頻出する語句や言い回しを習得する。　(A-2)

2.パソコンを用いた実用的英語文書の作成技能を身に付ける。　(B-1)

3.インターネットを用いて情報を収集しながら、それを自分なりにわかりやす
くまとめ上げ、文章表現を通じて伝えられるようになる。　(B-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。



2019-1040000565-01英語ライティングⅡＢ（振替科目：エッセイ・ライティングＢ「13台以前」）

 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：木・３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、主に TOEIC に出てくる英語表現をお手本とし
て学びながら、実用的英語のライティング能力を高めるための
訓練を実践していきます。

後期の授業では、単に英語文書を作成するというだけではな
く、レイアウトを工夫し、図形や画像などを配して、デザイン
性をそなえた文書の作成練習を行います。具体的には、MS
ワード、パワーポイント、HTMLなどを用いて英語文書を作成
していきます。

毎回の授業の最初に、前回の授業で学習した内容の単語テスト
を行います。
毎回の授業の最後に文書作成課題を提出してもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語の実用的文書に頻出する語句や言い回しを習得する。(知
識・理解)

パソコンを用いた実用的英語文書の作成技能を身に付ける。
(技能)

インターネットを用いて情報を収集しながら、それを自分なり
にわかりやすくまとめ上げ、文章表現を通じて伝えられるよう
になる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

毎回の授業の最初に単語テストを行うので、その準備をしてお
くこと。（60分）

パソコンでの文章作成の練習を普段から心がけておくこと。
（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

次の３点を総合して評価します。

文書作成課題 50%
毎回の授業でパソコンやインターネットを用いて作成した実用
的文章を、文書形式、語句・言い回し、内容から総合的に評価
します。
単語テスト 20%
毎回の授業の最初に行う単語テストにより実用的文章に頻出の
語彙の習得状況を評価します。
文書作成テスト 30%
学期中に学んだことの総仕上げとして、最終授業日に文書作成
テストを行います。

この授業は定期試験を行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

毎回の授業で単語テストを行うので、遅刻しないようにす
ること。

毎回、作文課題を提出してもらうので、無断欠席をしない
こと。（無断欠席は課題点の減点となります。）

◎－－－　授業計画　－－－◎

Eating Out
Travel
Amusement
Meetings
Personnel
Shopping
Advertisement
Daily Life
Office Work
Business
Transportation
Finance
Media
Health and Welfare
文書作成テスト

※この授業は定期試験を行いません。



2019-1040000565-01英語ライティングⅡＢ（振替科目：エッセイ・ライティングＢ「13台以前」）

古賀　恵介

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.英語の実用的文書に頻出する語句や言い回しを習得する。　(A-2)

2.パソコンを用いた実用的英語文書の作成技能を身に付ける。　(B-1)

3.インターネットを用いて情報を収集しながら、それを自分なりにわかりやす
くまとめ上げ、文章表現を通じて伝えられるようになる。　(B-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。



2019-1040000438-01英語ライティングＡ「(a)」（振替科目：英語ライティングⅠＡ「17台以前」）

 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　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：一つの文章から書き始め、その文章のかたまりが段
落を形成するというところまで練習する。
授業の進め方：まずテキストで必要な知識を得て、その上で書
いてゆく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) 写真を描写する練習を通して、描写する力がつく。(知
識・理解)

(2) 描写力のある、ピリオドまでが長い１つの文章を書く
ことができる。(技能)

(3) ひとつの段落を形成するものを書くことができる。(技
能)

(4) 語順の工夫によって相手にわかりやすい文章を書くこ
とができる。(技能)

(5) 社会人として通用するメールを書くことができる。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：テキストの指定箇所を読んでおくこと。
復習：授業で解説したテキストの箇所をもう一度読み、自分が
書いたものを振り返り、次の目標を設定すること。また、読書
する際、どのように書いているかも意識して読み進めること。
（予習と復習を合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業、そして授業外で課す課題（100%）。定期試験は
実施しない。シラバスを熟読すればわかるように、それぞれの
課題に到達目標がある。それに達するまで指導する。欠席や未
提出によりその指導を自ら放棄する場合はその課題は不合格と
なる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ロバート・ヒルキ&英語便 著『TOEIC WRITING テスト問
題集』（研究社、2017年発行、価格2,200円＋税、ISBN
978-4-327-43089-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「評価基準および方法」に記載した事項を参照。欠席した
場合は必ず連絡すること。「先週欠席していたのでできま
せん/していません」が通用するのは小学校低学年までで
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：写真を見て文章1つで描写する
第2回：上記1の練習だが、1文をもっと長くする（写真は
別物を使用）
第3回：上記1の練習だが、1文をさらに長くする（写真は
別物を使用）
第4回：写真を見て10～15文章で描写する
第5回：上記4を別写真で練習するが、語順による展開に気
をつける
第6回：上記4を別写真で練習するが、語順による効果を出
す
第7回：相談事（経費）を受け、それに対する対応策を提
案する
第8回：相談事（イベント）を受け、それに対する対応策
を提案する
第9回：相談事（留学）を受け、それに対する対応策を提
案する
第10回：相談事（宣伝）を受け、それに対する対応策を提
案する
第11回：相談事（会員募集）を受け、それに対する対応策
を提案する
第12回：メール（パーティの件）に返信する
第13回：メール（研修の件）に返信する
第14回：メール（定期購読の件）に返信する
第15回：メール（HP改訂の件）に返信する



2019-1040000438-01英語ライティングＡ「(a)」（振替科目：英語ライティングⅠＡ「17台以前」）

白谷　敦彦

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.(1) 写真を描写する練習を通して、描写する力がつく。　(A-2)

2.(2) 描写力のある、ピリオドまでが長い１つの文章を書くことができ
る。　(B-1)

3.(3) ひとつの段落を形成するものを書くことができる。　(B-1)

4.(4) 語順の工夫によって相手にわかりやすい文章を書くことができる。
　(B-4)

5.(5) 社会人として通用するメールを書くことができる。　(B-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。



2019-1040000438-02英語ライティングＡ「(b)」（振替科目：英語ライティングⅠＡ「17台以前」）

 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　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　共通教育の英語科目を通して身につけた英語ライティングの
基礎的な知識と技能をさらに発展させるための授業です。まず
は、「パラグラフ」（複数の単文から構成されたまとまり）
が、思考の単位であり、論理的にまとまりのある文章を構成す
る最小単位であることを、講義と演習を通して、理解してもら
います。次に英語パラグラフの代表的な構成法（Narration,
Description, Comparison/Contrast, Cause/Effect, Problems/Solutions
など）を学び、実際にそれらを用いて様々な話題について英語
パラグラフを書く練習をします。
　また、並行して英語の単文自体を書く練習もします。毎回、
授業の最後に日本語文章を文法的に正しく、かつ自然な英語に
書きなおすタスクを与えます。このタスクを通して学生が、
様々な英語ライティングに応用できる、模範的な英語例文を数
多く習得できるように指導します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①効果的な英語パラグラフの特質、つまり、トピック・センテ
ンスとサポート・センテンスの役割と機能を理解できるように
する。(知識・理解)

②授業で学んだ英語表現を応用して文法的に正確、かつ自然な
英文を書けるようになる。(技能)

③英語パラグラフの特質を理解したうえで論理的に説得力のあ
るパラグラフを英語で書けるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞
・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。(45分）
・ライティングの課題を定期的に出すので、期日までに完成さ
せて提出する。（90分）

＜復習＞
・返却された課題に眼を通して自分のライティングの問題点を
理解し、次回の提出課題に反映させる。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①から③について以下の方法で評価します。

レポート試験（60％、①②③を基準として評価）

毎回の授業の最後に提出する英作文課題（40％、②を基準とし
て評価）

定期試験はありません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Smart Writing: Active Approach to Paragraph Writing
[Author(s)]　Miyako Nakayama, Manabu Yoshihara, Ruth
Fallon.
[Publisher]　Seibido
[ISBN] 978-4-7919-6032-3
[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いの
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：パラグラフとは何か？

第２回：Narration：出来事を語る

第３回：Process：手続き・手順を説明する

第４回：Description of Feelings：感情を描写する

第５回：Description of People：人を描写する

第６回：Description of Places and　Locations：場所を描写す
る

第７回：Definition ：人物や物事を定義する

第８回：Comparison/Contrast：比較と対照

第９回：Cause/Effect：原因と結果

第１０回：Problems/Solutions：問題と解決策

第１１回：Your Opinion---Agree：賛成意見を述べる

第１２回：Your Opinion---Disagree：反対意見を述べる

第１３回：Data Analysis：データ分析

第１４回：Email Writing ：英文Eメール・英文レター

第１５回：授業のまとめ



2019-1040000438-02英語ライティングＡ「(b)」（振替科目：英語ライティングⅠＡ「17台以前」）

坂井　隆

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.①効果的な英語パラグラフの特質、つまり、トピック・センテンスとサポー
ト・センテンスの役割と機能を理解できるようにする。　(A-2)

2.②授業で学んだ英語表現を応用して文法的に正確、かつ自然な英文を書ける
ようになる。　(B-1)

3.③英語パラグラフの特質を理解したうえで論理的に説得力のあるパラグラフ
を英語で書けるようになる。　(B-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。



2019-1040000438-03英語ライティングＡ「(c)」（振替科目：英語ライティングⅠＡ「17台以前」）

 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・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

英語を発信のツールとするにはライティングの技能が欠かせませ
ん。本授業では、主にテキストを使用し、毎回文法の復習を行い
ながら、各品詞ごとのテーマに基づいたライティング問題に実践
的に取り組みます。特に英文の基礎単位である節および文単位で
書く練習をしますが、テキスト以外に随時エッセイ・ライティン
グを実践しますので、日頃から英文を「書く」習慣を身につけて
おくことが肝心です。文法や語彙など、これまで身につけてきた
英語の知識や収集した情報を活かし、文を「書く」作業を繰り返
し行いながら、自分の意見を的確に表現できるようにしましょ
う。また、授業以外でもメールや手紙などを通して、受講生自ら
が外国人と積極的にコミュニケーションを図る「アウトプット」
の機会を増やしていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙を増やし、表現力を高めると同時に、異文化に対する幅広い
知識を身につけていく。(知識・理解)

ライティングの応用に欠かせない英語の４技能（話す・聞く・書
く・読む）をバランスよく身につけていく。(技能)

身につけた知識や収集した情報を活用しながら、さまざまな場面
や状況に応じて、自らの考えや意見を英語で的確に表現できるよ
うにする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業内容の復習と授業で指定した範囲の予習が不可欠で
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。

・次回の授業時に触れる文法や構文の解説文に事前に目を通し、
わからないことを辞書等で調べておいてください。（30分）
・次回の授業範囲であるテキストの練習問題を解いておいてくだ
さい。（60分）
・授業で学んだことをノートにまとめ、次回の授業で応用できる
ようにしっかり復習をしてください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・与えられたトピックに対して、的確に自分の考えや意見を表現
できているかを評価の基準とします。
・英文の組み立て方や、語彙の使い方、論の展開の仕方が適切で
あるかどうかを評価の基準とします。
・レポート課題について、十分なデータを集めたか、そのデータ
に基づいて自分の見解を明確に記述しているかを評価の基準とし
ます。

②評価方法
・授業実施期間内にレポートを課します。学生の学習の進捗度、
達成度等を到達目標に照らして測定し、評価します。
・平素の活動状況については、授業時間中における発表回数や内
容、授業に対する積極性や協調性等を考慮し、評価します。
・授業最終日にテストを課します。受講生の学習の進捗度、達成
度等を到達目標に照らして測定し、評価します。

③割合
平素の活動状況（授業時間内での発表、授業への参加度等）を
20％、提出されたレポートの評価を30％、授業時間中に実施する
テストの成績を50％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Write it Right! 英語ならこう言う・ポイント200
[Author(s)] 木塚春夫
[Publisher] 鶴見書店
[ISBN] 9784755303630　
[Comments] 価格: 1,800円（税抜）

◎－－－　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、必ず英和辞典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）。マ
ナーの観点から、授業中における飲食や、携帯電話・ス
マートフォンの使用は禁止です。

・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。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction & Some Warm-ups
2. Chapter 1: 名詞（１）（文法事項の説明と問題演習）
（その１）
3. Chapter 1: 名詞（１）（文法事項の説明と問題演習）
（その２）
4. Chapter 2: 名詞（２）（文法事項の説明と問題演習）
（その１）
5. Chapter 2: 名詞（２）（文法事項の説明と問題演習）
（その２）
6. Chapter 3： 冠詞（文法事項の説明と問題演習）（その
１）
7. Chapter 3： 冠詞（文法事項の説明と問題演習）（その
２）
8. Chapter 4： 代名詞（文法事項の説明と問題演習）（その
１）
9. Chapter 4： 代名詞（文法事項の説明と問題演習）（その
２）
10. Chapter 5： 動詞（１）（文法事項の説明と問題演習）
（その１）
11. Chapter 5： 動詞（１）（文法事項の説明と問題演習）
（その２）
12. Chapter 6: 動詞（２）（文法事項の説明と問題演習）
（その１）
13. Chapter 6: 動詞（２）（文法事項の説明と問題演習）
（その２）
14. まとめ
15. 復習テスト



2019-1040000438-03英語ライティングＡ「(c)」（振替科目：英語ライティングⅠＡ「17台以前」）

舩田　佐央子

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.語彙を増やし、表現力を高めると同時に、異文化に対する幅広い知識を身に
つけていく。　(A-2)

2.ライティングの応用に欠かせない英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）
をバランスよく身につけていく。　(B-1)

3.身につけた知識や収集した情報を活用しながら、さまざまな場面や状況に応
じて、自らの考えや意見を英語で的確に表現できるようにする。　(B-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。



2019-1040000438-04英語ライティングＡ「(SIE)」（振替科目：英語ライティングⅠＡ「17台以前」）

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

This course will help you extend your writing ability by providing you
various types of useful expressions. The course will have two parts. In
each class session, there will be individual activities, a short quiz, and
a short lecture. Homework relating to the classwork will be given at
the end of the class. Both parts are essential to make the most of this
course for your learning.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の文法や用法に関する知識を身につけ、同時にその文化
的背景についての知識を有する。(知識・理解)

②英語の4技能の中でも特に、書く、伝えるといったアウト
プットに関する能力を身につける。(技能)

③アウトプットする側の一方的な伝達ではなく、聴衆の理解を
中心に据えた形での伝達が可能になる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You are expected to prepare for each class by completing the course
assignments.(60min)You also have to prepare for the quiz conducted
in each session.(60min) A record of your homework and quiz will be
maintained and it will reflect on your grade.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Your grade will be based on the following:

Active participation-40% (based on ①②③)
Successful completion of the presentations-30% (based on ①②③)　
The final exam in class-30% (based on ①②③)

There is no end of term exam during the official term examination
period.

Accordingly, there is no make-up exam.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Write it Right!
[Author(s)] 木塚晴夫
[Publisher] 音羽書房鶴見書店
[ISBN] 978-4-75530-363-0

[Title] Write Your Ideas in 50 Words
[Author(s)] 靜哲人
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-689-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Attendance is an important
requirement to receive course credits. Active participation in
class is also required to pass this course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回：オリエンテーション
第２回： Unit 1: 名詞(1)及び「他人の言動で嫌なこと」準
備
第3回： Unit 2: 名詞(2)及び「他人の言動で嫌なこと」発表
第4回： Unit 3: 冠詞及び「他人の言動で嬉しいこと」準備
第5回： Review(Unit 1̃Unit 3)及び「他人の言動で嬉しいこ
と」発表
第6回： Unit 4: 代名詞及び「夢の職業」準備
第7回： Unit 5: 動詞(1)及び「夢の職業」発表
第８回： Unit 6: 動詞(2)及び「もう一度生まれるなら」準
備
第9回：Review(Unit 4̃Unit 6)及び「もう一度生まれるな
ら」発表
第10回：Unit 7: 助動詞及び「いつかやってみたいこと」準
備
第11回：Unit8:.時制及び「いつかやってみたいこと」発表
第12回：Unit9: 準動詞及び「行ってみたい場所・国」準備
第13回：Unit10:主語及び「行ってみたい場所・国」発表
第14回：The final exam
第15回：Review(Unit 8̃Unit 10)



2019-1040000438-04英語ライティングＡ「(SIE)」（振替科目：英語ライティングⅠＡ「17台以前」）

一瀬　陽子

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.①英語の文法や用法に関する知識を身につけ、同時にその文化的背景につい
ての知識を有する。　(A-2)

2.②英語の4技能の中でも特に、書く、伝えるといったアウトプットに関する能
力を身につける。　(B-1)

3.③アウトプットする側の一方的な伝達ではなく、聴衆の理解を中心に据えた
形での伝達が可能になる。　(B-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。



2019-1040000439-01英語ライティングＢ「(a)」（振替科目：英語ライティングⅠＢ「17台以前」）

 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　　

白谷　敦彦

◎－－－　概要　－－－◎

授業内容：エッセイが書けるように練習する。
授業の進め方：まずテキストで必要な知識を得て、その上で書
いてゆく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1)  社会・文化・文学などをテーマとしたエッセイを書く
ことができるようになる。(知識・理解)

(2) TOEICやTOEFLで高得点が取れるようなエッセイを書くこ
とができるようになる。(技能)

(3) 知識やデータを織り込みつつ、様々なテーマのエッセイを
書く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：テキストの指定箇所を読んでおくこと。
復習：授業で解説したテキストの箇所をもう一度読み、自分が
書いたものを振り返り、次の目標を設定すること。また、読書
する際、どのように書いているかも意識して読み進めること。
（予習と復習を合わせて90分以上）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の授業、そして授業外で課す課題（100%）。定期試験は
実施しない。シラバスを熟読すればわかるように、それぞれの
課題に到達目標がある。それに達するまで指導する。欠席や未
提出によりその指導を自ら放棄する場合はその課題は不合格と
なる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

英語ライティングA（17台以前の科目名は「英語ライティ
ングIA」）のテキストを引き続き使用する。B から受講す
る者は次のテキストを購入して授業に臨むこと。
ロバート・ヒルキ&英語便 著『TOEIC WRITING テスト問
題集』（研究社、2017年発行、価格2,200円＋税、ISBN
978-4-327-43089-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「評価基準および方法」に記載した事項を参照。欠席した
場合は必ず連絡すること。「先週欠席していたのでできま
せん/していません」が通用するのは小学校低学年までで
ある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回：エッセイ・ライティングの基礎、「設計図」の作
成
第2回：introductionの基礎と応用
第3回：bodyの基本ルールと書き方
第4回：topic sentenceとconcluding sentenceの書き方
第5回：転換語の役割
第6回：抽象から具体への展開
第7回：conclusionの書き方
第8回：例示型タスク
第9回：比較型タスク
第10回：3者択一型タスク
第11回：2者択一型タスク
第12回：情報追加型タスク
第13回：検証型タスク
第14回：反論型タスク
第15回：同意型タスク



2019-1040000439-01英語ライティングＢ「(a)」（振替科目：英語ライティングⅠＢ「17台以前」）

白谷　敦彦

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.(1)  社会・文化・文学などをテーマとしたエッセイを書くことができる
ようになる。　(A-2)

2.(2) TOEICやTOEFLで高得点が取れるようなエッセイを書くことができるよう
になる。　(B-1)

3.(3) 知識やデータを織り込みつつ、様々なテーマのエッセイを書くことができ
るようになる。　(B-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。



2019-1040000439-02英語ライティングＢ「(b)」（振替科目：英語ライティングⅠＢ「17台以前」）

 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　　

坂井　隆

◎－－－　概要　－－－◎

　英語ライティングⅠAの授業を通して身につけた知識と技能
を基にして複数のパラグラフ（3から5つのパラグラフ）を繋げ
て短めの英文エッセイを書く練習をします。また、情報収集、
参考文献の要約、論理的な議論の進め方、それぞれの分野が採
用するスタイル（MLAやChicago方式など）に従った文献の引
用の仕方なども学習し、英文エッセイの執筆能力をさらに高め
ることを目指します。最終的に各自が1本のミニ・リサーチ・
ペーパー（600から800 words程度）を仕上げる予定です。
　前期と同様に英語の単文自体を書く練習もします。毎回、授
業の最後に日本語文章を文法的に正しく、かつ自然な英語に書
きなおすタスクを与えます。このタスクを通して学生が、様々
な英語ライティングに応用できる、模範的な英語例文を数多く
習得できるように指導します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①効果的な英語パラグラフの特質、つまり、トピック・センテ
ンスとサポート・センテンスの役割と機能を理解できるように
する。(知識・理解)

②授業で学んだ英語表現を応用して文法的に正確、かつ自然な
英文を書けるようになる。(技能)

③英語パラグラフの特質を理解したうえで論理的に説得力のあ
るパラグラフを英語で書けるようになる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜予習＞
・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。（45分）
・ライティングの課題を定期的に出すので、期日までに完成さ
せて提出する。（90分）

＜復習＞
・返却された課題に眼を通して自分のライティングの問題点を
理解し、次回の提出課題に反映させる。（45分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①から③について以下の方法で評価します。

・レポート試験（60％、①②③を基準として評価）

・毎回の授業の最後に提出する英作文課題（40％、②を基準と
して評価）

定期試験はありません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Smart Writing: Active Approach to Paragraph Writing
[Author(s)]　Miyako Nakayama, Manabu Yoshihara, Ruth
Fallon.
[Publisher]　Seibido
[ISBN] 978-4-7919-6032-3
[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いの
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：パラグラフ・ライティングの復習①　　　
――Topic Sentenceとは何か？
第２回：パラグラフ・ライティングの復習②　　　
――Specific Detailsとは何か？
第３回：リサーチ・トピックを選ぶ出す
第４回：リサーチ・トピックを絞り込む
第５回：資料の見つけ方とBibliographyの作成
第６回：エッセイ執筆のための基本ルール（引用　　　　
と剽窃）
第７回：エッセイの主張を明確化する
第８回：エッセイのアウトラインを作成する
第９回：準備原稿を書き始める　　　　　　
――Introductionについて
第１０回：準備原稿を書き始める
　　　　　――Conclusionについて
第１１回：準備原稿を完成させる――Thesis 　Statement
（主張）とBody（本論）との対応について
第１２回：準備原稿を完成させる――Discourse Marker（つ
なぎ語）について
第１３回：最終原稿を仕上げる――「内容」に注意して編
集
第１４回：最終原稿を仕上げる――「体裁」に注意して編
集
第１５回：授業のまとめ



2019-1040000439-02英語ライティングＢ「(b)」（振替科目：英語ライティングⅠＢ「17台以前」）

坂井　隆

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.①効果的な英語パラグラフの特質、つまり、トピック・センテンスとサポー
ト・センテンスの役割と機能を理解できるようにする。　(A-2)

2.②授業で学んだ英語表現を応用して文法的に正確、かつ自然な英文を書ける
ようになる。　(B-1)

3.③英語パラグラフの特質を理解したうえで論理的に説得力のあるパラグラフ
を英語で書けるようになる。　(B-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。



2019-1040000439-03英語ライティングＢ「(c)」（振替科目：英語ライティングⅠＢ「17台以前」）

 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・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

舩田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

英語を発信のツールとするにはライティングの技能が欠かせませ
ん。本授業では、主にテキストを使用し、毎回文法の復習を行い
ながら、各品詞ごとのテーマに基づいたライティング問題に実践
的に取り組みます。特に英文の基礎単位である節および文単位で
書く練習をしますが、テキスト以外に随時エッセイ・ライティン
グを実践しますので、日頃から英文を「書く」習慣を身につけて
おくことが肝心です。文法や語彙など、これまで身につけてきた
英語の知識や収集した情報を活かし、文を「書く」作業を繰り返
し行いながら、自分の意見を的確に表現できるようにしましょ
う。また、授業以外でもメールや手紙などを通して、受講生自ら
が外国人と積極的にコミュニケーションを図る「アウトプット」
の機会を増やしていきましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

語彙を増やし、表現力を高めると同時に、異文化に対する幅広い
知識を身につけていく。(知識・理解)

ライティングの応用に欠かせない英語の４技能（話す・聞く・書
く・読む）をバランスよく身につけていく。(技能)

身につけた知識や収集した情報を活用しながら、さまざまな場面
や状況に応じて、自らの考えや意見を英語で的確に表現できるよ
うにする。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

前回の授業内容の復習と授業で指定した範囲の予習が不可欠で
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。

・次回の授業時に触れる文法や構文の解説文に事前に目を通し、
わからないことを辞書等で調べておいてください。（30分）
・次回の授業範囲であるテキストの練習問題を解いておいてくだ
さい。（60分）
・授業で学んだことをノートにまとめ、次回の授業で応用できる
ようにしっかり復習をしてください。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・与えられたトピックに対して、的確に自分の考えや意見を表現
できているかを評価の基準とします。
・英文の組み立て方や、語彙の使い方、論の展開の仕方が適切で
あるかどうかを評価の基準とします。
・レポート課題について、十分なデータを集めたか、そのデータ
に基づいて自分の見解を明確に記述しているかを評価の基準とし
ます。

②評価方法
・授業実施期間内にレポートを課します。学生の学習の進捗度、
達成度等を到達目標に照らして測定し、評価します。
・平素の活動状況については、授業時間中における発表回数や内
容、授業に対する積極性や協調性等を考慮し、評価します。
・授業最終日にテストを課します。受講生の学習の進捗度、達成
度等を到達目標に照らして測定し、評価します。

③割合
平素の活動状況（授業時間内での発表、授業への参加度等）を
20％、提出されたレポートの評価を30％、授業時間中に実施する
テストの成績を50％で評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Write it Right! 英語ならこう言う・ポイント200
[Author(s)] 木塚春夫
[Publisher] 鶴見書店
[ISBN] 9784755303630　
[Comments] 価格: 1,800円（税抜）

◎－－－　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、必ず英和辞典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）。マ
ナーの観点から、授業中における飲食や、携帯電話・ス
マートフォンの使用は禁止です。

・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。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction & Some Warm-ups
2. Chapter 7: 助動詞（文法事項の説明と問題演習）（その
１）
3. Chapter 7: 助動詞（文法事項の説明と問題演習）（その
２）
4. Chapter 8: 時制（文法事項の説明と問題演習）（その
１）
5. Chapter 8: 時制（文法事項の説明と問題演習）（その
２）
6. Chapter 9: 準動詞（文法事項の説明と問題演習）（その
１）
7. Chapter 9: 準動詞（文法事項の説明と問題演習）（その
２）
8. Chapter 10: 主語（文法事項の説明と問題演習）（その
１）
9. Chapter 10: 主語（文法事項の説明と問題演習）（その
２）
10. Chapter 11: 形容詞（１）（文法事項の説明と問題演
習）（その１）
11. Chapter 11: 形容詞（１）（文法事項の説明と問題演
習）（その２）
12. Chapter 12: 形容詞（２）（文法事項の説明と問題演
習）（その１）
13. Chapter 12: 形容詞（２）（文法事項の説明と問題演
習）（その２）
14. まとめ
15. 復習テスト



2019-1040000439-03英語ライティングＢ「(c)」（振替科目：英語ライティングⅠＢ「17台以前」）

舩田　佐央子

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.語彙を増やし、表現力を高めると同時に、異文化に対する幅広い知識を身に
つけていく。　(A-2)

2.ライティングの応用に欠かせない英語の４技能（話す・聞く・書く・読む）
をバランスよく身につけていく。　(B-1)

3.身につけた知識や収集した情報を活用しながら、さまざまな場面や状況に応
じて、自らの考えや意見を英語で的確に表現できるようにする。　(B-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。



2019-1040000439-04英語ライティングＢ「(SIE)」（振替科目：英語ライティングⅠＢ「17台以前」）

 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・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

This course will help you extend your writing ability by providing you
various types of useful expressions. The course will have two parts. In
each class session, there will be individual activities, a short quiz, and
a short lecture. Homework relating to the classwork will be given at
the end of the class. Both parts are essential to make the most of this
course for your learning.

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の文法や用法に関する知識を身につけ、同時にその文化
的背景についての知識を有する。(知識・理解)

②英語の4技能の中でも特に、書く、伝えるといったアウト
プットに関する能力を身につける。(技能)

③アウトプットする側の一方的な伝達ではなく、聴衆の理解を
中心に据えた形での伝達が可能になる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

You are expected to prepare for each class by completing the course
assignments.(60min) You also have to prepare for the quiz conducted
in each session.(60min)A record of your homework and quiz will be
maintained and it will reflect on your grade.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Your grade will be based on the following:

Active participation-40% (based on ①②③)
Successful completion of the presentations-30% (based on ①②③)
The final exam in class-30% (based on ①②③)

There is no end of term exam during the official term examination
period.

Accordingly, there is no make-up exam.

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] Write it Right!
[Author(s)] 木塚晴夫
[Publisher] 音羽書房鶴見書店
[ISBN] 978-4-75530-363-0

[Title] Write Your Ideas in 50 Words
[Author(s)] 靜哲人
[Publisher] 松柏社
[ISBN] 978-4-88198-689-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Attendance is an important
requirement to receive course credits. Active participation in
class is also required to pass this course.

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回： Introduction
第2回：Unit 11: 形容詞(1)及び「やめようと思ってもやめら
れないこと」準備
第3回：Unit 12: 形容詞(2)及び「やめようと思ってもやめら
れないこと」発表
第4回：Unit 13: 副詞(句)及び「私が～を好きなわけ」準備
第5回：Review(Unit 1̃Unit 3)及び「私が～を好きなわけ」
発表
第6回：Unit 14: 比較及び「私に影響を与えた人」準備
第7回：Unit 15: 関係詞及び「私に影響を与えた人」発表
第8回：Unit 16: 接続詞及び「自分に関して好きなところ」
準備
第9回：Review(Unit 4̃Unit 6)及び「自分に関して好きなと
ころ」発表
第10回：Unit 17: 前置詞(1)及び「自分に関して直したいと
ころ」準備
第11回：Unit18:. 前置詞(2)及び「自分に関して直したいと
ころ」発表
第12回：Unit19: コロケーション及び「私の理想の休日」
準備
第13回：Unit20: カタカナ語及び「私の理想の休日」発表
第14回：Review１及び「今までで最高の経験」準備
第15回. Review2及び「今までで最高の経験」発表



2019-1040000439-04英語ライティングＢ「(SIE)」（振替科目：英語ライティングⅠＢ「17台以前」）

一瀬　陽子

◎英語:A-2,B-1,B-4

1.①英語の文法や用法に関する知識を身につけ、同時にその文化的背景につい
ての知識を有する。　(A-2)

2.②英語の4技能の中でも特に、書く、伝えるといったアウトプットに関する能
力を身につける。　(B-4)

3.③アウトプットする側の一方的な伝達ではなく、聴衆の理解を中心に据えた
形での伝達が可能になる。　(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。



2019-1040000432-01英米文学入門Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

イギリス文学における小説の歴史について学びます。イギリス
という国において、小説はどのようにして誕生し、発展してき
たのでしょうか？時代とともに変化してきたイギリス小説の様
相を、時代毎に検証していきます。週毎に担当者を決め、作家
および作品に関する解説を行ってもらいます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文学の文化的背景に関して、幅広い知識かつ専門的知識を
有している。(知識・理解)

②文学作品で用いられる英語に関し、専門的知識を有してい
る。(知識・理解)

③文芸作品を英語で精読・解釈し、その成果をまとめることが
できる。(技能)

④英語の特質とその文化的背景に対し、学術的探究心を有して
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

翌週に扱う作家・作品について調べ、また前回授業の内容を復
習すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④に関して、以下の方法で評価する。

平常点30%（④を基準として評価）
発表10%（③を基準として評価）
試験（中間および期末テスト）60%（①～④を基準として評
価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業中に配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書（電子辞書可）を持ってくること。3分
の1以上（通常は5回以上）を欠席すると、成績評価が困難
になり、単位取得が難しくなるので注意すること。また、
遅刻も評価が下がるので、留意しておくこと。
定期試験はありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. ダニエル・デフォー『ロビンソン・クルーソー』、ジョ
ナサン・スウィフト『ガリヴァー旅行記』
3. ジェイン・オースティン 『高慢と偏見』、チャール
ズ・ディケンズ 『大いなる遺産』
4. チャールズ・ディケンズ『クリスマス・キャロル』、オ
スカー・ワイルド『幸福な王子』
5.. シャーロット・ブロンテ『ジェイン・エア』、エミ
リー・ブロンテ『嵐が丘』
6. ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』、コナン・ド
イル『緋色の研究』
7. トマス・ハーディー『テス』、ジョゼフ・コンラッド
『闇の奥』
8. 中間テスト
9. E. M. フォースター『眺めのいい部屋』D. H. ロレンス
『チャタレー夫人の恋人』
10. ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ』、ヴァージニ
ア・ウルフ『ダロウェイ夫人』
11. J. R. R. トールキン『ホビットの冒険』、C. S. ルイス
『ライオンと魔女』
12. サルマン・ラシュディ『真夜中の子供たち』、ジュリ
アン・バーンズ『終わりの感覚』
13. イアン・マキューアン『贖罪』、カズオ・イシグロ
『わたしを離さないで』
14. J. K. ローリング『ハリー・ポッターと賢者の石』、ヘ
レン・フィールディング『ブリジット・ジョーンズの日
記』
15.期末テスト



2019-1040000432-01英米文学入門Ａ

岩崎　雅之

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-1

1.①英文学の文化的背景に関して、幅広い知識かつ専門的知識を有している。
　(A-2)

2.②文学作品で用いられる英語に関し、専門的知識を有している。　(A-3)

3.③文芸作品を英語で精読・解釈し、その成果をまとめることができる。　
(B-2)

4.④英語の特質とその文化的背景に対し、学術的探究心を有している。　(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。



2019-1040000433-01英米文学入門Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

　原作の出版年代に従って作品を考察していくことで、アメリ
カ文学史の流れを理解し、時代背景はもちろん、文学作品に反
映しているアメリカが抱えている諸問題について考えます。ア
メリカの文学作品を読みながら、各作家や各作品についての興
味・理解を深めるため、小説と言われる活字媒体がどのように
映像化されているか、小説と映画の比較をします。また、他の
メディアに作り変えられた場合、原作と比較してどういう点が
（製作者の意図によって）抜け落ちているのか、あるいは改変
されているのか、またそれはどうしてか、といったことも議論
します。活字媒体でも映像媒体でも、目に明らかでない所にこ
そ、重大な問題がひそんでいることが多々あるので、お互いに
意見を交換しつつ考えましょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①アメリカの文学作品に描かれている、アメリカやアメリカの
各地域の文化について理解できる。(知識・理解)

②歴史を追ってアメリカ文学を読むことで、各時代の特徴や、
様々な英語表現について理解できる。(知識・理解)

③文学作品の内容を多角的に考察し、その成果をまとめること
ができる。(技能)

④アメリカ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持つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：①各回で扱う作家、作品について調べておくこと。（60
分）
復習：①授業中に配布された資料を読み直し、復習しておくこ
と。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業参加態度（出欠評価、発表（受講者人数によって形式を
決定します）、提出物を含む）：30％（到達目標①②③④を基
準として評価）
・レポート：30%（到達目標①③④を基準として評価）
・最終試験（最後の授業中に行います）：40％（到達目標
①②③④を基準として評価）
（この科目は定期試験を実施しないため、再試験はありませ
ん。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料を授業中に配布

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

正当な理由のない欠席が4回以上になると、単位取得が難
しくなります。

　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction（授業概要の説明、作家の紹介、「アメリ
カ」について考える）
2-3. Native American表象
　　Pocahontas
4. American Renaissance 1
 　 Edgar Allan Poe
5. American Renaissance 2
　　Nathaniel Hawthorne
6. American Renaissance 3
   Herman Melville
7. Realism, Naturalism
   Theodore Dreiser
8-11. Lost Generation
   F. Scott Fitzgeerald
　　（授業終了時に示す課題についてレポートを
　　作成）
12. Multiculturalism　1
　　Truman Capote
13. Multiculturalism　1
　　West Side Story
14. 多様な読み方の実践
　　（授業終了時に示す課題についてレポートを
　　作成）
15 最終試験
（取り上げる小説は変更の可能性あり）



2019-1040000433-01英米文学入門Ｂ

秋好　礼子

◎英語:A-2,A-3,B-2,C-1

1.①アメリカの文学作品に描かれている、アメリカやアメリカの各地域の文化
について理解できる。　(A-2)

2.②歴史を追ってアメリカ文学を読むことで、各時代の特徴や、様々な英語表
現について理解できる。　(A-3)

3.③文学作品の内容を多角的に考察し、その成果をまとめることができる。　
(B-2)

4.④アメリカ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
探究心を持つことができる。　(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。



2019-1040000532-01観光・ビジネス英語「(SIE以外)」

 期別：前期　　単位数：2　　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：月・２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 learn theory and information about the complex
phenomena which constitute international tourism and they will carry out
role-play communication situations that arise during the varied experiences of
tourism. The course will therefore combine theory with practical application
of theory. Students must show both an understanding of the theory and be
able to predict and recognize situations so as to communicate to act on the
situations that arise during the tourism experience. We will deal with
international tourism in general and also with international tourism situations
that occur in Japan. Through studying key concepts, principles, practices and
problems in tourism, students will gain the communicative and intercultural
competence required to succeed in “international tourism situations.”

◎－－－　到達目標　－－－◎

You will be able to demonstrate knowledge of key concepts and principles in
the study of International Tourism.(知識・理解)

You will be able to create itineraries for international tourists in Japan and
explain them to an audience. (技能)

You will be able predict and recognize situations that arise in international
tourism contexts and realize a range of options for resolving them. (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/or skills 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 explaining what they have understood about course content
in English. These explanations will account for 20% of the course grade and
you are expected to spend a minimum of 30 minutes on lesson reviews and
assignments.

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Performance in weekly review: 20%
・Mid-term evaluation/中間テスト: 20%
・Delivering PowerPoint Presentations about itineraries you have created for
different tourist groups from different cultures: 30%
・Recognition and role play of situations that arise in the experience of
international tourism: 30%
Students will learn about, and be evaluated on, both their understanding of
theory and their performances of communication situations that arise in the
international tourism experience and in the tourism industry/industries The
emphasis of the course evaluation will be placed on developing and
demonstrating your understanding and knowledge of the kinds of situations
that arise during international tourism and your ability to manage and control
these situations. There will also be a creative component where you will be
asked to imagine yourself as a worker in the travel, tour and guide services
sector of tourism where you will design a tour and/or tourist activities that
you think will appeal to different groups of international tourists. Again,
please note that 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.
※ There is no textbook for this course.
※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 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　－－－◎

I will provide handouts

◎－－－　参考書　－－－◎

Tourism: Principles and Practice 　ISBN 101408200090
Tourism: Impacts Planning and Management　ISBN
100750684925

◎－－－　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 and
delivery of presentations, complete homework assignments 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. What is tourism: Historical background and contemporary
information and activities of the United Nations World Tourism
Organization.
2. What is tourism: Conceptualizations of tourism; Leiper’s
Whole System Tourism Model.
3. What is a tourist and what do tourists do? Principle tourist
generating countries, principal destinations and a country’s
balance of payments; Situations: Role play of a situation with
reference to Leiper’s model.
4. Situations: Role play of a situation with reference to
Leiper’s model and analysis of the components of the situation
and various potential outcomes. The factors that influence
tourism demand.
5-6 The factors that influence tourism demand. Planning
itineraries for inbound international tourists engaged in internal
tourism in Japan.
7. Review; group presentations of their itineraries.
8. Mid-term evaluation/中間テスト
9. Booking airline tickets online. Prices, times and routing.
10. Booking accommodation online: where will you stay and
why?
11. Booking airline tickets online. Prices, times, routing and
changes.
12. Carbon footprints: a hidden “cost” of tourism.
13.  Situations: Role play of a situation with reference to
Leiper’s model.
14. Review
15. In-class testing



2019-1040000532-01観光・ビジネス英語「(SIE以外)」

松尾　キャサリン

◎英語:A-2,B-4,C-3

1.You will be able to demonstrate knowledge of key concepts and principles in the
study of International Tourism.　(A-2)

2.You will be able to create itineraries for international tourists in Japan and explain
them to an audience. 　(B-4)

3.You will be able predict and recognize situations that arise in international tourism
contexts and realize a range of options for resolving them. 　(C-3)

◎　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。



2019-1040000532-02観光・ビジネス英語「(SIE)」

 期別：後期　　単位数：2　　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：中級　　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　　

松尾　キャサリン

◎－－－　概要　－－－◎

In this course students will learn theory and carry out role-play
communication situations that arise during the experience of tourism.
However, the emphasis of the course and its evaluation will be on
students’ demonstrated understanding of theory. Students will study key
concepts, principles, practices and problems in tourism. Through lectures,
and also through student discussions and presentations, we will gain a
basis for understanding the structure, development and importance of
tourism to countries’ economies and the impact of tourism not just on
economies but also on societies and cultures and the ecology of the planet.
A key element of this course is that students will learn about and discuss
what is happening right now in tourism and what is likely to happen in the
future. Therefore, students will learn about how businesses which were
once considered to be "outside" the established tourist industry such as
Airbnb are impacting the industry.

◎－－－　到達目標　－－－◎

You will be able to demonstrate knowledge of key concepts and principles
in the study of International Tourism.(知識・理解)

You will be able to deliver a PowerPoint lecture about an element of the
International Tourism Industry.(技能)

You will be able to carry out role-plays that solve problems in tourist
situations. (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/or skills 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 explaining what they have understood
about course content in English. These explanations will account for 20%
of the course grade and you are expected to spend a minimum of 30
minutes on lesson reviews and assignments.

◎－－－　成績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 evaluation/中間テスト: 20%
・Delivering PowerPoint Presentations and answering teacher’s and
students’ questions: 20%
・Discussions of tourism theory: 20%
Students will learn about, and be evaluated on, both their understanding of
theory and their performances of communication situations that arise in
the "tourism industry." However, the emphasis of the course evaluation
will be placed on developing and demonstrating your understanding and
knowledge of the international tourism industry. Again, please note that
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.
※ There is no textbook for this course.
※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 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 handouts.

◎－－－　参考書　－－－◎

Tourism: Principles and Practice 　ISBN 101408200090
Tourism: Impacts Planning and Management　ISBN
100750684925

◎－－－　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. What is tourism? Understanding information from, and
activities of, the World Tourism Organization.
2-3. What is tourism? Disciplines and approaches. What is a
tourist and what do tourists do?
4. The economic impact of tourism: the activities of the
UNWTO; the TSA (Tourism Satellite Account); demand and
supply in the tourism “industry.”
5-6. Leiper’s Whole System Tourism Model; Simulation: The
experience and communication situations in international tourism
from point of origin in usual environment to destination.
7: Course Review. PowerPoint summary; Q&A.
8. Mid-term evaluation/中間テスト
9-10. Tourism: The destination. Making itineraries for
international tourism in Japan; factors affecting tourist decisions
about destinations; tourist motivations.
11. The social and cultural impact of tourism: host-guest
relations; tourism behaviour.
12. The experience and communication situations in international
tourism: dealing with situations and problems that arise in
international tourism experiences.
13: The environmental impact of tourism.
14. Emerging types of tourism and tourism products; Review.
15. Student discussions of tourism theory.



2019-1040000532-02観光・ビジネス英語「(SIE)」

松尾　キャサリン

◎英語:A-2,B-4,C-3

1.You will be able to demonstrate knowledge of key concepts and principles in the
study of International Tourism.　(A-2)

2.You will be able to deliver a PowerPoint lecture about an element of the International
Tourism Industry.　(B-4)

3.You will be able to carry out role-plays that solve problems in tourist situations. 　
(C-3)

◎　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。



2019-1040000562-01実践英語学研究Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　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：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

統語論、形態論、意味論、語用論を中心とした英語学研究を英
語の実践的な運用スキル向上に活かしていきたい。「学問的」
な英語学と「実践的」である語学学習を乖離したものではな
く、互いをリンクさせながら、相補的に理解やスキルの向上を
図っていきたい。単に、英語力のスキル向上を目指すだけでな
く、理論言語学的知見を涵養していくと同時に、言語学的知見
を通して実践的な語学スキルも磨いていきたい。
　また、日本語を母語とする人たちが陥りやすい英文法の間違
いや文体的なクセについても、言語学的な見地から分析してい
きたい。その際、必要に応じて、日英語比較を行い、同時に、
運用スキル向上のための実践練習も行っていく。

◎－－－　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有してい
る。(知識・理解)

（２）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。(知識・理解)

（３）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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

理論言語学の基礎知識のための予習・復習（150分）
英語運用スキル向上のための英作文練習及び読解（150分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業での発表および課題：40%
習熟度レベルでの評価：40%
提出レポート：20%
*すべての評価において、上に掲げた「到達目標(1, 2, 3)」を勘
案しなから評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

こちらでプリントを配布

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

人に迷惑をかけることはしない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション
２．抽象名詞と形容詞
３．心理動詞
４．有界性と事態
５．形容詞の段階性
６．形容詞化した名詞
７．前置詞(1)
８．前置詞(2)
９．名詞としての振る舞いの前置詞句
１０．完了（１）
１１．完了（２）
１２．法助動詞（１）
１３．法助動詞（２）
１４．習熟度の確認
１５．まとめ



2019-1040000562-01実践英語学研究Ａ

毛利　史生

◎英語:A-2,A-3,C-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有している。　(A-2)

2.（２）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-3)

3.（３）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-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。



2019-1040000563-01実践英語学研究Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　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：水・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

毛利　史生

◎－－－　概要　－－－◎

「実践英語学研究A」同様に、統語論、形態論、意味論、語用
論を中心とした英語学研究を英語の実践的な運用スキル向上に
活かしていきたい。「学問的」な英語学と「実践的」である語
学学習を乖離したものではなく、互いをリンクさせながら、相
補的に理解やスキルの向上を図っていきたい。単に、英語力の
スキル向上を目指すだけでなく、理論言語学的知見を涵養して
いくと同時に、言語学的知見を通して実践的な語学スキルも磨
いていきたい。
　また、日本語を母語とする人たちが陥りやすい英文法の間違
いや文体的なクセについても、言語学的な見地から分析してい
きたい。その際、必要に応じて、日英語比較を行い、同時に、
運用スキル向上のための実践練習も行っていく。

◎－－－　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有してい
る。(知識・理解)

（２）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。(知識・理解)

（３）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。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

理論言語学の基礎知識のための予習・復習（150分）
英語運用スキル向上のための英作文練習及び読解（150分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業での発表および課題：40%
習熟度レベルでの評価：40%
提出レポート：20%
*すべての評価において、上に掲げた「到達目標(1, 2, 3)」を勘
案しなから評価します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

こちらでプリントを配布

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

人に迷惑をかけることはしない。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．「実践英語学研究Ａ」のまとめ
２．日英語の受動態（１）
３．日英語の受動態（２）
４．冠詞と定性（１）
５．冠詞と定性（２）
６．条件文（１）
７．条件文（２）
８．仮定法
９．数量詞構文
１０．言語の焦点化（１）
１１．言語の焦点化（２）
１２．even, onlyについて（１）
１３．even, onlyについて（２）
１４．習熟度の確認
１５．まとめ



2019-1040000563-01実践英語学研究Ｂ

毛利　史生

◎英語:A-2,A-3,C-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有している。　(A-2)

2.（２）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-3)

3.（３）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-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。



2019-1040000550-01スピーチ・コミュニケーション演習ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　異文化について学ぶことは、ひいては自国の文化を客観的に見直すことでも
あります。井の中の蛙が外界を見渡せないように、他の文化を学ぼうとしなけ
れば、一生自文化中心主義から抜け出すことはできないでしょう。

　海外に留学すると、様々な場面でカルチャーショックを受ける出来事に遭遇
します。日本固有の美徳と言われている行動が全く評価されなかったり、日本
で常識とされている言動が非常識だったりします。それはあくまで違いであっ
て、優劣はつけられませんが、こうした文化の特質の違いといったものを体系
的に把握しておくことで、異文化摩擦を解消したり、寛容に異文化をとらえた
りすることができるようになるでしょう。

　このゼミでは、まず異文化間での価値観や認識の違いを学ぶことによって、
自国の文化について改めて問い直してみることから始めます。幼い頃から「当
たり前」だと思ってきたことが、他の国ではそうではないと知ることで、これ
からのグローバル化社会においても、それを踏まえた行動ができるようになる
ためです。今回特に焦点を当てるのは「日本と欧米の文化の特質の違い」で
す。文化間の特質の違いを８つの文化変形規則にまとめた松本(2014）の理論に
基づき、映画の予告や本編、ドラマ、スピーチなどにその規則がどのように適
用するかを見ていきます。例えば、規則の１つに「緊張志向」vs.「弛緩志向」
があります。すぐに思い浮かぶ例としては、「真面目で表情を崩さない日本の
首相のスピーチ」vs.「何かのショーかと思うほどジョーク満載のアメリカの大
統領のスピーチ」、さらには「オリンピックの閉会式の入場で一糸乱れぬ行進
をする日本人選手」vs.「リラックスして自由なパフォーマンスを見せる欧米人
選手」などが挙げられます。

このように異文化比較の分野には面白い研究対象や研究材料をたくさんあって
絞るのが難しい程です。この１年間でできるだけ多くの文献、作品、題材に触
れることで、自分の興味を掘り下げ、最終年度の卒業論文へとつなげていきま
しょう。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①異文化間での価値観や認識の違いを学び、理解を深める。(知識・理解)

②異文化コミュニケーション研究に関する基本的知識や枠組みを理解し、身に
つける。(知識・理解)

③英語で書かれた論文を読んで理解した上で、レポートにまとめ上げることが
できる。(技能)

④発信されている様々な情報を入手し、議論に有益な情報を選び出して分析、
提示できる。(技能)

⑤様々な文献に触れつつ、自分なりの見解をまとめ上げ、発表する技能を身に
つけられる。(技能)

⑥積極的に議論に参加し、ディスカッションを通して思考を深めていくことが
できる。(態度・志向性)

⑦グループ活動を通して、当事者意識をもって主体的に課題に取り組む姿勢を
身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の資料を前もって熟読してくること(60分)
発表の準備やディスカッションの準備を行うこと(60分)
振り返り課題に取り組む(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

積極的な参加(質問、意見、ディスカッションへの参加など)(30％)
(①②③④⑤⑥⑦を基準として評価)

プレゼンテーション(30％)(④⑤⑥⑦を基準として評価)

期末レポート(40％)(①②③を基準として評価)

＊課題、発表、レポートにより、上記到達目標の知識面および技能面を評価し
ます。

＊定期試験期間中に試験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松本青也著　　日米文化の特質ー価値観の変容をめぐって
（研究社出版）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

4回以上理由のない欠席が重なると単位修得が難しくなり
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1: Introduction
Week 2:「緊張志向」対「弛緩志向」
Week 3:プレゼン＆ディスカッション
Week 4: Career Path Workshop 1
Week 5:「謙遜志向」対「対等志向」
Week 6:プレゼン＆ディスカッション
Week 7:「集団志向」対「個人志向」
Week 8:プレゼン＆ディスカッション
Week 9:「依存志向」対「自立志向」
Week 10:プレゼン＆ディスカッション
Week 11: Career Path Workshop 2
Week 12:「形式志向」対「自由志向」
Week 13: プレゼン＆ディスカッション
Week 14:「調和志向」対「主張志向」
Week 15: プレゼン＆ディスカッション

*Career Path Workshop:ゼミで学んだことを踏まえながら、
皆さんの将来やライフプランについて考えます。



2019-1040000550-01スピーチ・コミュニケーション演習ⅠＡ

一瀬　陽子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①異文化間での価値観や認識の違いを学び、理解を深める。　(A-2)

2.②異文化コミュニケーション研究に関する基本的知識や枠組みを理解し、身
につける。　(A-3)

3.③英語で書かれた論文を読んで理解した上で、レポートにまとめ上げること
ができる。　(B-2)

4.④発信されている様々な情報を入手し、議論に有益な情報を選び出して分
析、提示できる。　(B-3)

5.⑤様々な文献に触れつつ、自分なりの見解をまとめ上げ、発表する技能を身
につけられる。　(B-4)

6.⑥積極的に議論に参加し、ディスカッションを通して思考を深めていくこと
ができる。　(C-3)

7.⑦グループ活動を通して、当事者意識をもって主体的に課題に取り組む姿勢
を身につける。　(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。



2019-1040000550-02スピーチ・コミュニケーション演習ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

このクラスでは「ヒトのこころのメカ二ズム」に語用論や意味論の点か
らせまってみます。このことを分かりやすくするために、次の例を見て
ください。

（１）a. (ある日、伊藤研究室のテーブルの上にりんごが4つあったが、
お昼休みにある学生が入室してくる。その学生が｢先生、りんごの香りが
しますね。」といった   とする。）
　　　　　　　伊藤：　I ate some apples.
  　　b.(ある日、学生がドーナツ4つとりんご1個を差し入れしてくれよ
うとしている。学生は、｢先生がドーナッツを3分で全部食べたら、りん
ごもおまけしておきます｣と言う。そして、｢少しお手洗いに行って参り
ます｣と中座して戻ったその学生が、ドアを開いて…。）
　　 　　　学生：先生、ちょうど3分ですね。

　　　伊藤：I ate some doughnuts.

判断は微妙かもしれませんが、(b)の伊藤の発話の場合においてのみ4個(4
つ)食べていないという解釈が出来るはずです。おなじsomeという単語が
用いられているのに、いったいどうなっているのでしょうか？
  上の例はほんの一例にしか過ぎませんが、あなたがたがこのような微妙
な解釈・判断が出来るのは、どのようなこころのメカニズムによるもの
なのでしょうか。みんなで考えてみませんか。

このクラスでは、語用論の基本の知識を理解することができるようにな
ります。そのうえで、自分なりのデータを収集して、分析を試みます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①文化的背景も含め、英語における用法を含む語用論の基本的考えを理
解することができるようになる。(知識・理解)

②語用論の考えから、自分で問題提起、解決を試みることができるよう
になる。(態度・志向性)

③文化的背景を含め、語用論の基礎的な知識を身につけ、さらに深める
ことができる。(知識・理解)

④語用論の基本的な知識を身に着ける、応用できる。(技能)

⑤語用論のデータを収集し分析を試みることができる。(技能)

⑥自分の考えをまとめ、発表することができる。(技能)

⑦自分なりの提案をすることができる。(態度・志向性)

⑧議論をしながら解決を試みることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：前もって文献を読むなどの予習（60分）
　　　　　発表がある場合は、その準備（45分）
事後学習：授業終了時に示す課題についてレポートを作成する（45分）
　　　　　終了した範囲について復習しておくこと（40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

語用論についての基本的な考えを自分のことばで説明できるかどうかが
評価の基準となる。
到達目標①～⑧については以下のように評価する。　

授業の参加状況、予習2割、授業態度・積極的参加4割（ここまで
⑦⑧）、発表、レポート4割（①～⑥）で総合的に評価する。60点以上を
合格とする。
　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。

　なお、フィードバックとしてレポートにコメントするほか、口頭にて
も行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　原則的には、コピー資料配布

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　なお、授業では自分の考えを述べることを要求されます
から、積極的に参加するつもりで受講してください。ま
た、実際に自分なりのデータも収集します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション
２、３　概　要
４―14　次のテーマで順次進行する
　、冠詞、会話の原則　some
　　実験方法、定　性
1５　まとめ



2019-1040000550-02スピーチ・コミュニケーション演習ⅠＡ

伊藤　益代

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①文化的背景も含め、英語における用法を含む語用論の基本的考えを理解す
ることができるようになる。　(A-3)

2.②語用論の考えから、自分で問題提起、解決を試みることができるようにな
る。　(C-3)

3.③文化的背景を含め、語用論の基礎的な知識を身につけ、さらに深めること
ができる。　(A-2)

4.④語用論の基本的な知識を身に着ける、応用できる。　(B-2)

5.⑤語用論のデータを収集し分析を試みることができる。　(B-3)

6.⑥自分の考えをまとめ、発表することができる。　(B-4)

7.⑦自分なりの提案をすることができる。　(C-3)

8.⑧議論をしながら解決を試みることができる。　(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。



2019-1040000551-01スピーチ・コミュニケーション演習ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

一瀬　陽子

◎－－－　概要　－－－◎

　異文化について学ぶことは、ひいては自国の文化を客観的に見直すことでもあ
ります。井の中の蛙が外界を見渡せないように、他の文化を学ぼうとしなけれ
ば、一生自文化中心主義から抜け出すことはできないでしょう。

　海外に留学すると、様々な場面でカルチャーショックを受ける出来事に遭遇し
ます。日本固有の美徳と言われている行動が全く評価されなかったり、日本で常
識とされている言動が非常識だったりします。それはあくまで違いであって、優
劣はつけられませんが、こうした文化の特質の違いといったものを体系的に把握
しておくことで、異文化摩擦を解消したり、寛容に異文化をとらえたりすること
ができるようになるでしょう。

　このゼミでは、まず異文化間での価値観や認識の違いを学ぶことによって、自
国の文化について改めて問い直してみることから始めます。幼い頃から「当たり
前」だと思ってきたことが、他の国ではそうではないと知ることで、これからの
グローバル化社会においても、それを踏まえた行動ができるようになるためで
す。今回特に焦点を当てるのは「日本と欧米の文化の特質の違い」です。文化間
の特質の違いを８つの文化変形規則にまとめた松本(2014）の理論に基づき、映画
の予告や本編、ドラマ、スピーチなどにその規則がどのように適用するかを見て
いきます。例えば、規則の１つに「緊張志向」vs.「弛緩志向」があります。すぐ
に思い浮かぶ例としては、「真面目で表情を崩さない日本の首相のスピーチ」
vs.「何かのショーかと思うほどジョーク満載のアメリカの大統領のスピーチ」、
さらには「オリンピックの閉会式の入場で一糸乱れぬ行進をする日本人選手」
vs.「リラックスして自由なパフォーマンスを見せる欧米人選手」などが挙げられ
ます。

このように異文化比較の分野には面白い研究対象や研究材料をたくさんあって絞
るのが難しい程です。この１年間でできるだけ多くの文献、作品、題材に触れる
ことで、自分の興味を掘り下げ、最終年度の卒業論文へとつなげていきましょ
う。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

①異文化間での価値観や認識の違いを学び、理解を深める。(知識・理解)

②異文化コミュニケーション研究に関する基本的知識や枠組みを理解し、身につ
ける。(知識・理解)

③英語で書かれた論文を読んで理解した上で、レポートにまとめ上げることがで
きる。(技能)

④発信されている様々な情報を入手し、議論に有益な情報を選び出して分析、提
示できる。(技能)

⑤様々な文献に触れつつ、自分なりの見解をまとめ上げ、発表する技能を身につ
けられる。(技能)

⑥積極的に議論に参加し、ディスカッションを通して思考を深めていくことがで
きる。(態度・志向性)

⑦グループ活動を通して、当事者意識をもって主体的に課題に取り組む姿勢を身
につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各回の資料を前もって熟読してくること(60分)
発表の準備やディスカッションの準備を行うこと(60分)
振り返り課題に取り組む(30分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

積極的な参加(質問、意見、ディスカッションへの参加など)(30％)(①②③④⑤⑥⑦
を基準として評価)

プレゼンテーション(30％)(①②③を基準として評価)

期末レポート(40％)(④⑤⑥⑦を基準として評価)

＊課題、発表、レポートにより、上記到達目標の知識面および技能面を評価しま
す。
＊定期試験期間中に試験は行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松本青也著　　日米文化の特質ー価値観の変容をめぐって
（研究社出版）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

4回以上理由のない欠席が重なると単位修得が難しくなり
ます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

Week 1:Introduction
Week 2:「自然志向」対「人為志向」
Week 3:プレゼン＆ディスカッション
Week 4:Career Path Workshop 3
Week 5:「悲観志向」対「楽観志向」
Week 6:プレゼン＆ディスカッション
Week 7:CTRシステム
Week 8:プレゼン＆ディスカッション
Week 9:宗教とCTR
Week 10:プレゼン＆ディスカッション
Week 11:Career Path Workshop 4
Week 12:日英語の衝突とCTR
Week 13: プレゼン＆ディスカッション
Week 14:CTRと学校英語教育
Week 15: プレゼン＆ディスカッション

*Career Path Workshop:ゼミで学んだことを踏まえながら、
皆さんの将来やライフプランについて考えます。



2019-1040000551-01スピーチ・コミュニケーション演習ⅠＢ

一瀬　陽子

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①異文化間での価値観や認識の違いを学び、理解を深める。　(A-2)

2.②異文化コミュニケーション研究に関する基本的知識や枠組みを理解し、身
につける。　(A-3)

3.③英語で書かれた論文を読んで理解した上で、レポートにまとめ上げること
ができる。　(B-2)

4.④発信されている様々な情報を入手し、議論に有益な情報を選び出して分
析、提示できる。　(B-3)

5.⑤様々な文献に触れつつ、自分なりの見解をまとめ上げ、発表する技能を身
につけられる。　(B-4)

6.⑥積極的に議論に参加し、ディスカッションを通して思考を深めていくこと
ができる。　(C-3)

7.⑦グループ活動を通して、当事者意識をもって主体的に課題に取り組む姿勢
を身につける。　(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。



2019-1040000551-02スピーチ・コミュニケーション演習ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：中級　　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　　

伊藤　益代

◎－－－　概要　－－－◎

前期では、語用論（と意味論の一部）についての基本的概念を
理解できるようになったと思います。後期は、もう少し具体的
に内容を深めます。

後期は、自分で興味のある内容についてプロジェクトを立ち上
げてみましょう。前期に学んだことの理解が深まるはずです。
実験手法も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①文化的背景も含め、英語における用法を含む語用論の基本的
考えを理解することができるようになる。(知識・理解)

②語用論の考えから、自分で問題提起、解決を試みることがで
きるようになる。(技能)

③文化的背景を含め、語用論の基礎的な知識を身につけ、さら
に深めることができる。(知識・理解)

④語用論の基本的な知識を身に着ける、応用できる(技能)

⑤語用論のデータを収集し分析を試みることができる。(技能)

⑥自分の考えをまとめ、発表することができる。(技能)

⑦自分なりの提案をすることができる。(態度・志向性)

⑧議論をしながら解決を試みることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前学習：前もって文献を読むなどの予習（60分）
　　　　　発表がある場合は、その準備（45分）
事後学習：授業終了時に示す課題についてレポートを作成する
（45分）
　　　　　終了した範囲について復習しておくこと（40分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

語用論についての基本的な考えを自分のことばで説明できるか
どうかが評価の基準となる。
到達目標①～⑧については以下のように評価する。　

授業の参加状況、予習2割、授業態度・積極的参加4割（ここま
で⑦⑧）、発表、レポート4割（①～⑥）で総合的に評価す
る。60点以上を合格とする。
　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。

　なお、フィードバックとしてレポートにコメントするほか、
口頭にても行います。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　原則的には、コピー資料配布

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　なお、授業では自分の考えを述べることを要求されます
から、積極的に参加するつもりで受講してください。ま
た、実際に生のデータも収集します。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　イントロダクション
２―1４　次のテーマで順次進行する
　削除　意味解釈
　推意　計算
15　まとめ



2019-1040000551-02スピーチ・コミュニケーション演習ⅠＢ

伊藤　益代

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.①文化的背景も含め、英語における用法を含む語用論の基本的考えを理解す
ることができるようになる。　(A-2)

2.②語用論の考えから、自分で問題提起、解決を試みることができるようにな
る。　(B-2)

3.③文化的背景を含め、語用論の基礎的な知識を身につけ、さらに深めること
ができる。　(A-3)

4.④語用論の基本的な知識を身に着ける、応用できる　(B-2)

5.⑤語用論のデータを収集し分析を試みることができる。　(B-3)

6.⑥自分の考えをまとめ、発表することができる。　(B-4)

7.⑦自分なりの提案をすることができる。　(C-3)

8.⑧議論をしながら解決を試みることができる。　(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。



2019-1040000552-01スピーチ・コミュニケーション演習ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミの目標は、1)卒業までに英語4技能を十分伸ばすこ
と、2)将来英語教師を目指す方たちのために、様々なタスク、
特に最近注目を浴びているペアや小グループを組んで行う「協
働学習」をベースにしたタスクを体験してもらい、今後は指導
者として、自作教材を制作し、それをもとに同種のタスクを指
導実践してもらうことです。そのためには、ICTをフルに活用
して、生徒の興味を喚起し、英語学習に対する動機付けを高め
る仕掛けを工夫してもらいます。
　英語4技能の修得に関しては、就職活動に有効なTOEIC L&R
の受験を目標にトレーニングを実施したいと考えています。で
きれば、4年次までに700点をクリアしましょう。
　また、3年次に読んだ多くの英語教育関連の論文から得た
様々な知見を活かし、早い段階に卒論のテーマを絞り、執筆の
準備を整えたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICで高得点を取得するため、英語の語彙・文法・用法を修
得する。(知識・理解)

英語教育に関する各種理論を含む幅広い専門的知識を身につけ
る。(知識・理解)

英語教育に関する様々なタスクを理解し、教師として実践する
能力を身につける。(技能)

ICTを駆使して、生徒の興味を喚起し、動機付けを高めること
ができる。(技能)

卒論のテーマに沿って、先行研究の知見を整理し、自分なりの
考えをまとめていく。(技能)

これまでに読んだ多くの英語教育関連の論文から得た様々な知
見をもとに、早い段階に卒論のテーマを見つけ、積極的に考察
を深めていく。(態度・志向性)

他のゼミ生とタスクを協働で実践し、教師としての深い洞察力
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：配布するプリントにじっくり目を通し、ある程度理解し
た上で授業に臨む。（90分）
復習：英語授業に関するビデオを鑑賞した後、批判的に分析を
加え、自分なりの指導方法を確立する。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験期間中に筆記試験を実施しませんが、以下に示す通
り、日ごろの学習への取り組みなどを総合的に評価します。
よって、再試験も実施されません。
平常点：30%（学習状況その他）
パフォーマンス課題の達成度：30％
卒論執筆準備：40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜プリント類を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語と英語の両言語を用いて授業を行います。毎回出さ
れた課題は必ずこなす様にしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：授業の進め方・その他
2．TOEIC受験に向けたトレーニング(1)
3．これからの英語教育について
4．TOEIC受験に向けたトレーニング(2)
5．英語4技能について
6．TOEIC受験に向けたトレーニング(3)
7．4技能のそれぞれを伸ばすタスクとは
8．TOEIC受験に向けたトレーニング(4)
9．リスニング能力を伸ばすタスクとは(1)
10．TOEIC受験に向けたトレーニング(5)
11．リスニング能力を伸ばすタスクとは(2)
12．TOEIC受験に向けたトレーニング(6)
13．リスニング能力を伸ばすタスクとは(3)
14．TOEIC受験に向けたトレーニング(7)
15．まとめと復習



2019-1040000552-01スピーチ・コミュニケーション演習ⅡＡ

大津　敦史

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.TOEICで高得点を取得するため、英語の語彙・文法・用法を修得する。　
(A-2)

2.英語教育に関する各種理論を含む幅広い専門的知識を身につける。　(A-3)

3.英語教育に関する様々なタスクを理解し、教師として実践する能力を身につ
ける。　(B-2)

4.ICTを駆使して、生徒の興味を喚起し、動機付けを高めることができる。　
(B-3)

5.卒論のテーマに沿って、先行研究の知見を整理し、自分なりの考えをまとめ
ていく。　(B-4)

6.これまでに読んだ多くの英語教育関連の論文から得た様々な知見をもとに、
早い段階に卒論のテーマを見つけ、積極的に考察を深めていく。　(C-3)

7.他のゼミ生とタスクを協働で実践し、教師としての深い洞察力を身につけ
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。



2019-1040000552-02スピーチ・コミュニケーション演習ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

Students will take careful notes during weekly lectures on how to
complete their major assignment. In the case of a thesis, we will learn
about designing the study, gathering and analyzing data, and writing
the paper itself. As for students who undertake a project, we will
focus more on design and practical applications.

◎－－－　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 develop expertise in the academic field of bilingualism.(知識・理
解)

To conduct research in the academic field of bilingualism by
gathering data and analysing the results.(技能)

To make use of information-gathering technology to logically process
and interpret data and then to reliably analyze findings.(技能)

To research information on a course-related topic, organize ideas
meaningfully and logically, and then express thoughts clearly and
confidently.(技能)

To develop strategies for actively solving problems that occur in real-
life situations.(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)　－－－◎

It is necessary to come to class every week with notes, data, etc. in
order to maintain steady progress toward completion of theses or
project (180 min.).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Active participation ‒ 40%
Graduation Thesis or Project (first draft) - 60%

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　－－－◎

No textbook will be used.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are to take responsibility, as is expected of 4th year
students, and set a timeframe for their thesis or project by
developing a weekly research and writing agenda.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Introduction to the course
2. Deciding on a topic
3. Designing your thesis or project
4. Literature Review (Thesis) #1
5. Literature Review (Thesis) #2
6. Creative design (Project) #1
7. Creative design (Project) #2
8. Research Principles (Thesis) #1
9. Research Principles (Thesis) #2
10. Real-life applications (Project) #1
11. Real-life applications (Project) #2
12. Style & Formatting (Thesis) #1
13. Style & Formatting (Thesis) #2
14. Writing skills #1
15. Writing skills #2



2019-1040000552-02スピーチ・コミュニケーション演習ⅡＡ

キンバー，ラリー

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

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 develop expertise in the academic field of bilingualism.　(A-3)

3.To conduct research in the academic field of bilingualism by gathering data and
analysing the results.　(B-2)

4.To make use of information-gathering technology to logically process and interpret
data and then to reliably analyze findings.　(B-3)

5.To research information on a course-related topic, organize ideas meaningfully and
logically, and then express thoughts clearly and confidently.　(B-4)

6.To develop strategies for actively solving problems that occur in real-life situations.
　(C-3)

7.To enhance interpersonal skills by cooperating with others.　(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。



2019-1040000553-01スピーチ・コミュニケーション演習ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

大津　敦史

◎－－－　概要　－－－◎

　本ゼミの目標は、1)卒業までに英語4技能を十分伸ばすこ
と、2)将来英語教師を目指す方たちのために、様々なタスク、
特に最近注目を浴びているペアや小グループを組んで行う「協
働学習」をベースにしたタスクを体験してもらい、今後は指導
者として、自作教材を制作し、それをもとに同種のタスクを指
導実践してもらうことです。そのためには、ICTをフルに活用
して、生徒の興味を喚起し、英語学習に対する動機付けを高め
る仕掛けを工夫してもらいます。
　英語4技能の修得に関しては、就職活動に有効なTOEIC L&R
の受験を目標にトレーニングを実施したいと考えています。で
きれば、4年次までに700点をクリアしましょう。
　また、3年次に読んだ多くの英語教育関連の論文から得た
様々な知見を活かし、早い段階に卒論のテーマを絞り、執筆の
準備を整えたいと思います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

TOEICで高得点を取得するため、英語の語彙・文法・用法を修
得する。(知識・理解)

英語教育に関する各種理論を含む幅広い専門的知識を身につけ
る。(知識・理解)

英語教育に関する様々なタスクを理解し、教師として実践する
能力を身につける。(技能)

ICTを駆使して、生徒の興味を喚起し、動機付けを高めること
ができる。(技能)

卒論のテーマに沿って、先行研究の知見を整理し、自分なりの
考えをまとめていく。(技能)

これまでに読んだ多くの英語教育関連の論文から得た様々な知
見をもとに、早い段階に卒論のテーマを見つけ、積極的に考察
を深めていく。(態度・志向性)

他のゼミ生とタスクを協働で実践し、教師としての深い洞察力
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：配布するプリントにじっくり目を通し、ある程度理解し
た上で授業に臨む。（90分）
復習：英語授業に関するビデオを鑑賞した後、批判的に分析を
加え、自分なりの指導方法を確立する。（90分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験期間中に筆記試験を実施しませんが、以下に示す通
り、日ごろの学習への取り組みなどを総合的に評価します。
よって、再試験も実施されません。
平常点：30%（学習状況その他）
パフォーマンス課題の達成度：30％
卒論執筆準備：40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

適宜プリント類を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日本語と英語の両言語を用いて授業を行います。毎回出さ
れた課題は必ずこなす様にしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．イントロダクション：授業の進め方・その他
2．卒論指導(1)
3．これからの英語教育について
4．卒論指導(2)
5．英語4技能について
6．卒論指導(3)
7．スピーキング能力を伸ばすタスクとは(1)
8．卒論指導(4)
9．スピーキング能力を伸ばすタスクとは(2)
10．卒論指導(5)
11．ライティング能力を伸ばすタスクとは(1)
12．卒論指導(6)
13．ライティング能力を伸ばすタスクとは(2)
14．口頭試問に向けた指導(1)
15．口頭試問に向けた指導(2)



2019-1040000553-01スピーチ・コミュニケーション演習ⅡＢ

大津　敦史

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

1.TOEICで高得点を取得するため、英語の語彙・文法・用法を修得する。　
(A-2)

2.英語教育に関する各種理論を含む幅広い専門的知識を身につける。　(A-3)

3.英語教育に関する様々なタスクを理解し、教師として実践する能力を身につ
ける。　(B-2)

4.ICTを駆使して、生徒の興味を喚起し、動機付けを高めることができる。　
(B-3)

5.卒論のテーマに沿って、先行研究の知見を整理し、自分なりの考えをまとめ
ていく。　(B-4)

6.これまでに読んだ多くの英語教育関連の論文から得た様々な知見をもとに、
早い段階に卒論のテーマを見つけ、積極的に考察を深めていく。　(C-3)

7.他のゼミ生とタスクを協働で実践し、教師としての深い洞察力を身につけ
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。



2019-1040000553-02スピーチ・コミュニケーション演習ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：　　科目水準：上級　　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　　

キンバー，ラリー

◎－－－　概要　－－－◎

Students will continue working toward the goal of completing their
thesis or project. Individualized or small-group counseling sessions
will be offered for students who encounter difficulties or problems
along the way. Students will make presentations at the very end of the
course.

◎－－－　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 develop expertise in the academic field of bilingualism.(知識・理
解)

To conduct research in the academic field of bilingualism by
gathering data and analysing the results.(技能)

To make use of information-gathering technology to logically process
and interpret data and then to reliably analyze findings.(技能)

To research information on a course-related topic, organize ideas
meaningfully and logically, and then express thoughts clearly and
confidently.(技能)

To develop strategies for actively solving problems that occur in real-
life situations.(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)　－－－◎

It is necessary to come to class every week with notes, data, etc. in
order to maintain steady progress toward completion of theses or
project (180 min.).

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

Graduation Thesis or Project (final draft) - 80%
Presentation of Thesis or Project - 20%

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　－－－◎

No textbook will be used.

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

Students are to take responsibility, as is expected of 4th year
students, and set a timeframe for their thesis or project by
developing a weekly research and writing agenda.

◎－－－　授業計画　－－－◎

1-8. Counseling - writing
9-13. Counseling - editing
14-15. Presentation skills



2019-1040000553-02スピーチ・コミュニケーション演習ⅡＢ

キンバー，ラリー

◎英語:A-2,A-3,B-2,B-3,B-4,C-3,C-4

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 develop expertise in the academic field of bilingualism.　(A-3)

3.To conduct research in the academic field of bilingualism by gathering data and
analysing the results.　(B-2)

4.To make use of information-gathering technology to logically process and interpret
data and then to reliably analyze findings.　(B-3)

5.To research information on a course-related topic, organize ideas meaningfully and
logically, and then express thoughts clearly and confidently.　(B-4)

6.To develop strategies for actively solving problems that occur in real-life situations.
　(C-3)

7.To enhance interpersonal skills by cooperating with others.　(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。



2019-1040000610-01スピーチ・コミュニケーション特講ⅠＡ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

これからますますグローバル化が進むと考えられ時代において
の英語コミュニケーション力とはどういうものであろうか。ま
た、その力はどのようにすれば身につくであろうか。本授業で
は、スピーチの世界大会優勝者からの助言をもとに作成された
テキストを使用することで、英語でのコミュニケーション力と
は何かについて研究する。それと同時に自ら英語での発表を通
して英語コミュニケーション実践力を習得する。なお、学外で
行われているスピーチやプレゼンテーションの大会への参加も
薦める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語でのスピーチの構成や、世界で高く評価されているスピー
チについて理解する。(知識・理解)

効果的な英語でのコミュニケーション力について知識を得るこ
とにより、英語スピーチとはどのようなものかを理解する。
(知識・理解)

実際に英語を使用してパブリックスピーキングができるように
なり、さらにスキルアップを目指すモチベーションを持つ。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回授業の該当部分について教科書を読んで質問を考えてお
く。（60分）
英語コミュニケーション力の理解と向上のための課題を出すの
で確実にこなしていく。（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する。

授業貢献度(授業内の発表の内容等）（態度・志向性）（２
０％）
担当チャプターの授業(２回）（知識・理解）（２０％）
スピーチ・プレゼンテーション（２回）（態度・志向性）（３
０％）
到達目標の知識、理解面での達成度を評価するテスト（知識・
理解）（３０%）

本科目は「開講期間内評価科目」であり、定期試験を実施しな
いため、再試験も受験することはできない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Speaker Leader Champion
[Author(s)]Jeremey Donovan & Ryan Avery
[Publisher]McGraw-Hill Education
[ISBN]9780071831048
[発行年]2014
前もって購入し、最初の授業の時に持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

スピーチ世界チャンプの魅惑のプレゼン術　ISBN
9784799316566
他の参考書については授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語のスピーキング能力の理解と向上のための課題を出
す。課題をきちんとこなさないと、単位修得が難しくなる
場合がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. Gaining the speaking edge-1
3. Gaining the speaking edge-2
4. Selecting a topic-1
5. Speech
6. Organizing a speech-1
7. Organizing a speech-2
8. Presentation
9. Telling stories-1
10. Telling stories-2
11. Using humor-1
12. Using humor-2
13. Amplifying emotional texture
14. Test
15. Review



2019-1040000610-01スピーチ・コミュニケーション特講ⅠＡ

福田　慎司

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.英語でのスピーチの構成や、世界で高く評価されているスピーチについて理
解する。　(A-2)

2.効果的な英語でのコミュニケーション力について知識を得ることにより、英
語スピーチとはどのようなものかを理解する。　(A-3)

3.実際に英語を使用してパブリックスピーキングができるようになり、さらに
スキルアップを目指すモチベーションを持つ。 　(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。



2019-1040000611-01スピーチ・コミュニケーション特講ⅠＢ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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　　

福田　慎司

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、スピーチ・コミュニケーション特講IAに引き続
き、スピーチの世界大会優勝者からの助言をもとに作成された
テキストを使用することで、英語でのコミュニケーション力と
は何かについて研究し、発表する。さらに、時事問題等など幅
広いトピックについての即興スピーチの実践を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

英語でのスピーチの構成や、世界で高く評価されているスピー
チについて理解する。(知識・理解)

効果的な英語でのコミュニケーション力について知識を得るこ
とにより、英語スピーチとはどのようなものかを理解する。
(知識・理解)

実際に英語を使用してパブリックスピーキングができるように
なり、さらにスキルアップを目指すモチベーションを持つ。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回授業の該当部分について教科書を読んで質問を考えてお
く。（60分）
英語コミュニケーション力の理解と向上のための課題を出すの
で確実にこなしていく。（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する。

授業貢献度(授業内の発表の内容等）（態度・志向性）（２
０％）
担当チャプターの授業(２回）（知識・理解）（２０％）
スピーチ・プレゼンテーション（２回）（態度・志向性）（３
０％）
到達目標の知識、理解面での達成度を評価するテスト（知識・
理解）（３０%）

本科目は「開講期間内評価科目」であり、定期試験を実施しな
いため、再試験も受験することはできない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]Speaker Leader Champion
[Author(s)]Jeremey Donovan & Ryan Avery
[Publisher]McGraw-Hill Education
[ISBN]9780071831048
[発行年]2014
前もって購入し、最初の授業の時に持参すること。

◎－－－　参考書　－－－◎

スピーチ世界チャンプの魅惑のプレゼン術　ISBN
9784799316566
他の参考書については授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

英語のスピーキング能力の理解と向上のための課題を出
す。課題をきちんとこなさないと、単位修得が難しくなる
場合がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. Orientation
2. Crafting engaging language-1
3. Crafting engaging language-2
4. Mastering verbal delivery-1
5. Speech
6. Managing nonverbal delivery-1
7. Managing nonverbal delivery-2
8. Presentation
9. Designing compelling visual aids-1
10. Designing compelling visual aids-2
11. Managing fear and anxiety-1
12. Managing fear and anxiety-2
13. Getting in the speaking zone
14. Test
15. Review



2019-1040000611-01スピーチ・コミュニケーション特講ⅠＢ

福田　慎司

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.英語でのスピーチの構成や、世界で高く評価されているスピーチについて理
解する。　(A-2)

2.効果的な英語でのコミュニケーション力について知識を得ることにより、英
語スピーチとはどのようなものかを理解する。　(A-3)

3.実際に英語を使用してパブリックスピーキングができるようになり、さらに
スキルアップを目指すモチベーションを持つ。　(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。



2019-1040000514-01スピーチ・コミュニケーション特講ⅡＡ

 期別：前期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：2019/08/01　６時限　　

石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本講義ではグローバルコミュニケーションに関する学問的知識
の習得と、その知識を実践的応用につなげるためのトレーニン
グを併せて行う。毎回の授業では、テキストをベースに８ペー
ジ程度を目安に進めてゆく。授業の前半では受講者は配付され
た作業シートを用いて、テキスト内容に沿った幾つかのポイン
トに関する解説を行い、次に、印象に残った内容をピックアッ
プして自分の考えを述べたり質問事項を記述したりする。この
作業に授業前半の30分から40分を使用する。この作業を効率よ
く行うためには、事前にテキストをよく読んでおくことが大切
である。そして、授業の後半では、前の週に提出してもらった
シート内容のまとめを行ったり、質問の解説を行ったりする。
また、受講者同士の考えを共有するために自由な雰囲気での
ディスカッションも行う。正解が設定されたトークではないの
で、リラックスした活発な議論を期待している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の言語的特質およびその文化的背景に関して幅広い知識
を身につけることができる。(知識・理解)

②英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を身につける
ことができる。(知識・理解)

③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
求心を身につけることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：90分
復習：30分
毎回8ページを目安にテキストをしっかり読み込んで、最も記
憶や印象に残った記述を3カ所ほど抜きだしてその理由もメモ
しておく。これは授業中、作業シートに記載するためである。
復習としては授業中に抜き出して解説作業を行ったポイントを
再度確認しておく。これは学習内容の理解と整理に大いに役立
つからである。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は、授業中の作業シートの提出とその内容が50%(到達目標
①②③を基準として評価)。定期試験の評価が50%で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]改訂版 異文化コミュニケーションの　A to Z
[Author]小坂貴志
[Publisher]研究社
[ISBN]9784327421984
[Comments]￥2,300（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

予習を必ず行うこと。遅刻・欠席をしないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. Introduction
 2. 第1章　異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとは(1)
 3. 第1章　異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとは(2)
 4. 第1章　異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとは(3)
 5. 第2章　異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎要因(1)
 6. 第2章　異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基礎要因(2)
 7. 第3章　異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ方法論(1)
 8. 第3章　異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ方法論(2)
 9. 第4章　問題の異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(1)
10. 第4章　問題の異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(2)
11. 第5章　比較する(1)
12. 第5章　比較する(2)
13. 第6章　言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(1)
14. 第6章　言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(2)
15. 第6章　言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(3)



2019-1040000514-01スピーチ・コミュニケーション特講ⅡＡ

石井　和仁

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.①英語の言語的特質およびその文化的背景に関して幅広い知識を身につける
ことができる。　(A-2)

2.②英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を身につけることができ
る。　(A-3)

3.③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身につ
けることができる。　(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。



2019-1040000515-01スピーチ・コミュニケーション特講ⅡＢ

 期別：後期　　単位数：2　　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：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/27　６時限　　

石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本講義ではグローバルコミュニケーションに関する学問的知識
の習得と、その知識を実践的応用につなげるためのトレーニン
グを併せて行う。毎回の授業では、テキストをベースに８ペー
ジ程度を目安に進めてゆく。授業の前半では受講者は配付され
た作業シートを用いて、テキスト内容に沿った幾つかのポイン
トに関する解説を行い、次に、印象に残った内容をピックアッ
プして自分の考えを述べたり質問事項を記述したりする。この
作業に授業前半の30分から40分を使用する。この作業を効率よ
く行うためには、事前にテキストをよく読んでおくことが大切
である。そして、授業の後半では、前の週に提出してもらった
シート内容のまとめを行ったり、質問の解説を行ったりする。
また、受講者同士の考えを共有するために自由な雰囲気での
ディスカッションも行う。正解が設定されたトークではないの
で、リラックスした活発な議論を期待している。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英語の言語的特質およびその文化的背景に関して幅広い知識
を身につけることができる。(知識・理解)

②英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を身につける
ことができる。(知識・理解)

③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
求心を身につけることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：90分
復習：30分
毎回8ページを目安にテキストをしっかり読み込んで、最も記
憶や印象に残った記述を3カ所ほど抜きだしてその理由もメモ
しておく。これは授業中、作業シートに記載するためである。
復習としては授業中に抜き出して解説作業を行ったキーワード
を再度確認しておく。これは学習内容の理解と整理に大いに役
立つからである。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価は、授業中の作業シートの提出とその内容が50%(到達目標
①②③を基準として評価)。定期試験が50%で行う。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title]改訂版 異文化コミュニケーションの　A to Z
[Author]小坂貴志
[Publisher]研究社
[ISBN]9784327421984
[Comments]￥2,300（税別）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

予習を必ず行うこと。遅刻・欠席をしないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. 第7章　非言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(1)
 2. 第7章　非言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(2)
 3. 第8章　ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(1)-1
 4. 第8章　ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(1)-2
 5. 第8章　ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(1)-3
 6. 第9章　ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(2)-1
 7. 第9章　ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(2)-2
 8. 第10章　異文化ﾋﾞｼﾞﾈｽ研修(1)
 9. 第10章　異文化ﾋﾞｼﾞﾈｽ研修(2)
10. 第10章　異文化ﾋﾞｼﾞﾈｽ研修(3)
11. 第11章　ｱｼﾞｱの禅ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(1)
12. 第11章　ｱｼﾞｱの禅ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(2)
13. 第12章　言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ通訳・翻訳(1)
14. 第12章　言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ通訳・翻訳(2)
15. 第12章　言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ通訳・翻訳(3)



2019-1040000515-01スピーチ・コミュニケーション特講ⅡＢ

石井　和仁

◎英語:A-2,A-3,C-1

1.①英語の言語的特質およびその文化的背景に関して幅広い知識を身につける
ことができる。　(A-2)

2.②英語に関わる学術的諸分野に関して専門的知識を身につけることができ
る。　(A-3)

3.③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身につ
けることができる。　(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。



2019-1040001621-01卒業研究

 期別：集中通年　　単位数：3　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

山田　英二、井石　哲也、大津　敦史、キンバー　ラリー、坂井　隆、高橋　美知子、竹安　大、長　加奈子、船田　佐央子

◎－－－　概要　－－－◎

それぞれの専門分野（英語学、スピーチ・コミュニケーション、イ
ギリス文化文学、アメリカ文化文学）において研究を進め、それを
まとめる（まとめる形式は指導教員によって異なる）。研究に当
たっては、テーマの設定、リサーチの方法、議論の展開、発表様式
等に関して指導教員のアドバイスを得つつ進めてゆく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) これまで学んできた語彙・文法・用法を総動員してことば、文
化や社会、文学について考えることができる。(知識・理解)

(2) 自分の分野に関して専門的知識をさらに深めることができる。
(知識・理解)

(3) これまで学んできた4技能を総動員して問題に取り組むことがで
きる。(技能)

(4) 自分の専門分野の研究を行い、その成果をまとめることができ
る。(技能)

(5) ICT機器を含む様々なメディアを用いて資料を収集し、分析す
ることができる。(技能)

(6) これまで得た知識や上記(5)により得たデータを用いて考察を行
い、自分の考えをまとめ、発表することができる。(技能)

(7) 研究により、ことばや文化・文学への造詣をさらに深めること
ができる。(態度・志向性)

(8) ことばや文学は文化と切り離せないので、研究により文化への
理解が深まり、異文化に接することの喜びを感じることができる。
(態度・志向性)

(9) テーマとして設定したことに関して必要なデータを積極的に収
集することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

研究内容に関わる文献等の調査を進め、考察を深める。（90分）
指導教員のアドバイスをもとに発表内容の修正・充実を図る。（90
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
以下の項目がどのくらい達成されているかを評価基準とします。
・これまで学んできた英語の語彙・文法・背景知識・4技能が活用
されているかどうか
・専門分野の研究に関して、書籍・論文等の文献はもとより、ICT
機器を含む様々なメディアを用いて資料の収集・分析などの調査が
できているかどうか
・研究を通じて、英語に関わることばや文化の理解を深めることが
できているかどうか
・研究を通じて、英語に関わることばや文化への能動的関心を高め
ることができているかどうか

【評価方法】
主査と副査が、研究内容、発表形式などを審査して評価する。これ
には口頭試問、または複数の聴衆を前に行う口頭発表（発表の場合
でも副査より質問がなされる）も含まれる。

この授業は定期試験を行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

研究内容によって異なるので指導教員にアドバイスを仰ぐ
こと。

◎－－－　参考書　－－－◎

研究内容によって異なるので指導教員にアドバイスを仰ぐ
こと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

卒業研究は3単位であるが、卒業要件である128単位に含め
てしまうとリスクが生じる場合がある。提出が締め切り日
に間に合わなかったり、研究を途中で断念してしまう場合
があるからである。従って、卒業研究以外の科目で卒業要
件単位の128単位を満たしておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　3月の履修科目登録時に「卒業研究」を登録する。
２　6月末の締切日までに研究題目を所定の用紙に記入
し、指導教員の署名・捺印を得た上で人文学部事務室に提
出する。
３　指導教員にアドバイスをうけながら研究を行う。
４　所定の期日までに卒業研究を人文学部事務室に提出す
る。6月に提出した題目を変更した場合は「卒業研究題目
変更届」を添えて提出する。これについても事前に指導教
員の署名・捺印が必要である。締切日、締切時間を過ぎる
と放棄と見なされ受理されない。
５　指導教員により口頭試問または口頭発表の期日につい
ての連絡がなされる。その日時に口頭試問を受けるか、口
頭発表を行う。



2019-1040001621-01卒業研究

山田　英二、井石　哲也、大津　敦史、キンバー　ラリー、坂井　隆、高橋　美知子、竹安　大、長　加奈子、船田　佐央子

◎英語:A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,B-4,C-1,C-2,C-3

1.(1) これまで学んできた語彙・文法・用法を総動員してことば、文化や社会、
文学について考えることができる。　(A-2)

2.(2) 自分の分野に関して専門的知識をさらに深めることができる。　(A-3)

3.(3) これまで学んできた4技能を総動員して問題に取り組むことができる。　
(B-1)

4.(4) 自分の専門分野の研究を行い、その成果をまとめることができる。　
(B-2)

5.(5) ICT機器を含む様々なメディアを用いて資料を収集し、分析することがで
きる。　(B-3)

6.(6) これまで得た知識や上記(5)により得たデータを用いて考察を行い、自分
の考えをまとめ、発表することができる。　(B-4)

7.(7) 研究により、ことばや文化・文学への造詣をさらに深めることができる。
　(C-1)

8.(8) ことばや文学は文化と切り離せないので、研究により文化への理解が深ま
り、異文化に接することの喜びを感じることができる。　(C-2)

9.(9) テーマとして設定したことに関して必要なデータを積極的に収集すること
ができる。　(C-3)

◎　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。



2019-1040001620-01卒業論文

 期別：集中通年　　単位数：6　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中通年　　試験時間割：定期試験なし　　

山田　英二、井石　哲也、大津　敦史、キンバー　ラリー、坂井　隆、高橋　美知子、竹安　大、長　加奈子、船田　佐央子  

◎－－－　概要　－－－◎

それぞれの専門分野（英語学、スピーチ・コミュニケーション、イギ
リス文化文学、アメリカ文化文学）において研究を進め、それを論文
にまとめる。論文執筆に当たっては、テーマの設定、リサーチの方
法、議論の展開、執筆様式等に関して指導教員のアドバイスを得つつ
進めてゆく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

(1) これまで学んできた語彙・文法・用法を総動員してことば、文化
や社会、文学について考えることができる。(知識・理解)

(2) 自分の分野に関して専門的知識をさらに深めることができる。(知
識・理解)

(3) これまで学んできた4技能を総動員して問題に取り組むことができ
る。(技能)

(4) 自分の専門分野の研究を行い、その成果をまとめることができ
る。(技能)

(5) ICT機器を含む様々なメディアを用いてデータを収集し、分析する
ことができる。(技能)

(6) これまで得た知識や上記(5)により得たデータを用いて考察を行
い、自分の考えをまとめ、発表することができる。(技能)

(7) 研究により、ことばや文化文学への造詣をさらに深めることがで
きる。(態度・志向性)

(8) ことばや文学は文化と切り離せないので、研究により文化への理
解が深まり、異文化に接することの喜びを感じることができる。(態
度・志向性)

(9) テーマとして設定したことに関して必要なデータを積極的に収集
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)　－－－◎

研究内容に関わる文献等の調査を進め、考察を深める。（180分）
指導教員のアドバイスをもとに発表内容の修正・充実を図る。（90
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
以下の項目がどのくらい達成されているかを評価基準とします。
・当該分野の学術論文としてふさわしい内容・形式をそなえているか
どうか
・これまで学んできた英語の語彙・文法・背景知識・4技能が活用さ
れているかどうか
・専門分野の研究に関して、書籍・論文等の文献はもとより、ICT機
器を含む様々なメディアを用いて資料の収集・分析などの調査ができ
ているかどうか
・研究を通じて、英語に関わることばや文化の理解を深めることがで
きているかどうか
・研究を通じて、英語に関わることばや文化への能動的関心を高める
ことができているかどうか

【評価方法】
主査と副査が、研究内容、発表形式などを審査して評価する。これに
は口頭試問、または複数の聴衆を前に行う口頭発表（発表の場合でも
副査より質問がなされる）も含まれる。

この授業は定期試験を行いません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

研究内容によって異なるので指導教員にアドバイスを仰ぐ
こと。

◎－－－　参考書　－－－◎

研究内容によって異なるので指導教員にアドバイスを仰ぐ
こと。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

卒業論文は6単位であるが、卒業要件である128単位に含め
てしまうとリスクが生じる場合がある。論文提出が締め切
り日に間に合わなかったり、執筆を途中で断念してしまう
場合があるからである。従って、卒業論文以外の科目で卒
業要件単位の128単位を満たしておくことが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　3月の履修科目登録時に「卒業論文」を登録する。
２　6月末の締切日までに論文の題目を所定の用紙に記入
し、指導教員の署名・捺印を得た上で人文学部事務室に提
出する。
３　指導教員にアドバイスをうけながら研究を行い、論文
を執筆する。
４　所定の期日までに卒業論文を人文学部事務室に提出す
る。6月に提出した題目を変更した場合は「卒業論文題目
変更届」を添えて提出する。これについても事前に指導教
員の署名・捺印が必要である。締切日、締切時間を過ぎる
と放棄と見なされ受理されない。
５　指導教員により口頭試問または口頭発表の期日につい
ての連絡がなされる。その日時に口頭試問を受けるか、口
頭発表を行う。



2019-1040001620-01卒業論文

山田　英二、井石　哲也、大津　敦史、キンバー　ラリー、坂井　隆、高橋　美知子、竹安　大、長　加奈子、船田　佐央子  

◎英語:A-2,A-3,B-1,B-2,B-3,B-4,C-1,C-2,C-3

1.(1) これまで学んできた語彙・文法・用法を総動員してことば、文化や社会、
文学について考えることができる。　(A-2)

2.(2) 自分の分野に関して専門的知識をさらに深めることができる。　(A-3)

3.(3) これまで学んできた4技能を総動員して問題に取り組むことができる。　
(B-1)

4.(4) 自分の専門分野の研究を行い、その成果をまとめることができる。　
(B-2)

5.(5) ICT機器を含む様々なメディアを用いてデータを収集し、分析することが
できる。　(B-3)

6.(6) これまで得た知識や上記(5)により得たデータを用いて考察を行い、自分
の考えをまとめ、発表することができる。　(B-4)

7.(7) 研究により、ことばや文化文学への造詣をさらに深めることができる。　
(C-1)

8.(8) ことばや文学は文化と切り離せないので、研究により文化への理解が深ま
り、異文化に接することの喜びを感じることができる。　(C-2)

9.(9) テーマとして設定したことに関して必要なデータを積極的に収集すること
ができる。　(C-3)

◎　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。



2019-1040000533-01メディア英語「(SIE)」

 期別：前期　　単位数：2　　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：中級　　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　　

石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本講義は、テキストとしてNHK海外向け放送の NEWSLINE か
ら興味深いトピックスを収録した NHK NEWSLINE 2(金星堂)を
使用し、１回の授業で１unit学習する。映像と音声を通してま
ずその日学習するトピック全体のリスニングを行い、語彙、内
容把握、ディクテーション等の訓練を行ったのち、比較的短い
英作文と英語のディスカッションを行う。英語のディスカッ
ションは、各unitごとに設定されたトピックスを用いて、まず
ペアまたはグループでリラックストークを行い、その後、個々
の学習者にどのような話をしたかを英語で披露してもらう。英
語によるディスカッションは無理のないやさしい表現を用いて
ミスを恐れず積極的に楽しんで行うことが大切である。また、
語彙力の強化を図るために毎回前の週に学習したunit の語彙テ
ストを行う。授業は全て英語で行う。

◎－－－　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)に関して幅広い知識を身に着けることができる。
(知識・理解)

②ICT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。(技能)

③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。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：90分
復習：40分
事前学習なしには授業中の理解が困難になるため、各unitの内
容をネット上のニュース動画とその放送内容を印刷したテキス
ト中のスクリプトを見て予習しておくこと。加えて毎回の語彙
テストのための復習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の語彙テスト(50%)と音声を用いた復習テスト(50%)を到達
目標①②③を基準として評価する。復習テストを欠席した場
合、申し出内容吟味の上、有資格者に補填のため試験の機会を
与える。ただし、欠席は１回マイナス2点、遅刻は3回で欠席1
回にカウントする。定期試験期間中の試験は行わない。従って
再試験も行わない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] NHK　NEWSLINE 2
[Author(s)] Tatsuroh Yamazaki, Stella M. Yamazaki, Erika
Yamazaki
[Publisher]　金星堂
[ISBN] 9784764740723

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定なし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻・欠席をしないこと。辞書を携帯すること。必ず予
習・復習をしておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. Introduction
 2. Unit 1 New Sushi Ideas
 3. Unit 2 In the Pole　Position
 4. Unit 3 Easing Off
 5. Unit 4 In Memory of Monty
 6. Unit 5 Dating the AI Way
 7. Unit 6 Floating on a Dream
 8. Unit 7 Completion of Grand Slam
 9. Unit 8 Sorting It Out
10. Unit 9 Haircuts for Charity
11. Unit10 Peer Group Consumption
12. Unit11 Taste of Temple Life
13. Unit12 New Take on Tatami
14. 復習テスト 1
15. 復習テスト 2



2019-1040000533-01メディア英語「(SIE)」

石井　和仁

◎英語:A-2,B-3,B-4

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)に
関して幅広い知識を身に着けることができる。　(A-2)

2.②ICT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-3)

3.③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。　(B-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。



2019-1040000533-02メディア英語「(SIE以外)」

 期別：後期　　単位数：2　　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：月・２時限　　試験時間割：定期試験なし　　

石井　和仁

◎－－－　概要　－－－◎

本授業は、テキストとしてNHK海外向け放送の NEWSLINE か
ら興味深いトピックスを収録した NHK NEWSLINE 2(金星堂)を
使用し、１回の授業で１unit学習する。映像と音声を通してま
ずその日学習するトピック全体のリスニングを行い、語彙、内
容把握、ディクテーション等の訓練を行ったのち、比較的短い
英作文と英語のディスカッションを行う。英語のディスカッ
ションは、各unitごとに設定されたトピックスを用いて、まず
ペアまたはグループでリラックストークを行い、その後、個々
の学習者にどのような話をしたかを英語で披露してもらう。英
語によるディスカッションは無理のないやさしい表現を用いて
ミスを恐れず積極的に楽しんで行うことが大切である。また、
語彙力の強化を図るために毎回前の週に学習したunit の語彙テ
ストを行う。授業はできるだけ英語で行う。

◎－－－　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)に関して幅広い知識を身に着けることができる。
(知識・理解)

②ICT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。(技能)

③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。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：90分
復習：40分
事前学習なしには授業中の理解が困難になるため、各unitの内
容をネット上のニュース動画とその放送内容を印刷したテキス
ト中のスクリプトを見て予習しておくこと。また、毎回の語彙
テストのための復習を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

毎回の語彙テスト(50%)と音声を用いた復習テスト(50%)を到達
目標①②③を基準として評価する。復習テストを欠席した場
合、申し出内容吟味の上、有資格者に補填のため試験の機会を
与える。ただし、欠席は１回マイナス2点、遅刻は3回で欠席1
回にカウントする。定期試験期間中の試験は行わない。従って
再試験も行わない。

◎－－－　テキスト　－－－◎

[Title] NHK　NEWSLINE 2
[Author(s)] Tatsuroh Yamazaki, Stella M. Yamazaki, Erika
Yamazaki
[Publisher]　金星堂
[ISBN] 9784764740723

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定なし。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻・欠席をしないこと。辞書を携帯すること。必ず予
習・復習をしておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. Introduction
 2. Unit 1 New Sushi Ideas
 3. Unit 2 In the Pole　Position
 4. Unit 3 Easing Off
 5. Unit 4 In Memory of Monty
 6. Unit 5 Dating the AI Way
 7. Unit 6 Floating on a Dream
 8. Unit 7 Completion of Grand Slam
 9. Unit 8 Sorting It Out
10. Unit 9 Haircuts for Charity
11. Unit10 Peer Group Consumption
12. Unit11 Taste of Temple Life
13. Unit12 New Take on Tatami
14. 復習テスト 1
15. 復習テスト 2



2019-1040000533-02メディア英語「(SIE以外)」

石井　和仁

◎英語:A-2,B-3,B-4

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)に
関して幅広い知識を身に着けることができる。　(A-2)

2.②ICT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-3)

3.③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。　(B-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。



2019-1040000660-01メディアと英語文学Ａ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 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・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

秋好　礼子

◎－－－　概要　－－－◎

　2016年に歌手として初めてBob Dylanがノーベル文学賞を受
賞し、歌は文学とみなされるのかということに思いを巡らせた
人もいたでしょう（スウェーデン・アカデミーは、Dylanを
「偉大なアメリカ歌謡の伝統の中で新たな詩的表現を創造し
た」と評価）。本授業では、歌（歌詞）も文学の一ジャンルと
みなし、歌（歌詞）が持つメッセージに注目し、ミュージカ
ル・ドラマというメディアの中で、なぜその歌が使われている
のか、またそれがいかに使われているのかということを考えな
がら、登場人物の行動や発言と照らし合わせて考察します。日
本でもそうですが、TVドラマというジャンルの中には、時代
を反映したものが数多く見られ、その国の社会を知るのにいい
教材となります。アメリカの社会事情やみなさんと近い世代の
人々の生活を垣間見ながら、登場人物が抱える様々な問題、さ
らにはその背景にあるアメリカの社会事情について考えましょ
う。ドラマをよりよく理解するために、内容に関係する情報を
担当者に発表してもらいます

◎－－－　到達目標　－－－◎

①メディアの中で描かれているアメリカの文化的背景について
理解できる。(知識・理解)

②詩を実際に読むことで、使用されている様々な英語表現につ
いて理解できる。(知識・理解)

③様々な形態の英文を読み、自然な英語を聞き取ることができ
る。(技能)

④人の言動の背景にあるものについて考え、かつ理解し、様々
なバックグラウンドを持った人々とのコミュニケーションを円
滑にしよ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：①翌週に扱う歌詞を読み、分からない単語や事項などを
調べ、内容について考えておくこと。（90分）②担当日にあわ
せて課題について調べ、資料作成などプレゼンテーションの準
備をすること。（180分）
復習：①授業中に使った資料を読み直し、復習しておくこと。
（60分）②授業中に提出できなかった課題があれば、仕上げて
翌週提出する準備をすること。（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・授業への取り組み（出席、発表、提出物等を含む）：30％
（到達目標①②③④を基準として評価）
・プレゼンテーション／レポート：30%（到達目標①④を基準
として評価）
・最終試験：40％（到達目標①②③④を基準として評価）
（受講者の人数によって変更する場合があります。また、この
科目は定期試験を実施しないため、再試験はありません。）

◎－－－　テキスト　－－－◎

・資料を配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

(1)正当な理由のない欠席が4回以上になると、単位取得が
困難になります。
(2)授業中、積極的に発言してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 Introduction（授業概要の説明、担当決め）
2, 3 アジア人に対するステレオタイプ
4, 5 女性の社会進出
6, 7 消費主義
8, 9 ジェンダー
10, 11 美容整形、人種・民族
12, 13 ジェンダー
14 地方と都市
15. 最終試験
（進捗状況によって予定が変更になる場合があります。）



2019-1040000660-01メディアと英語文学Ａ

秋好　礼子

◎英語:A-2,A-3,B-1,C-1

1.①メディアの中で描かれているアメリカの文化的背景について理解できる。
　(A-2)

2.②詩を実際に読むことで、使用されている様々な英語表現について理解でき
る。　(A-3)

3.③様々な形態の英文を読み、自然な英語を聞き取ることができる。　(B-1)

4.④人の言動の背景にあるものについて考え、かつ理解し、様々なバックグラ
ウンドを持った人々とのコミュニケーションを円滑にしようとする志向性を有
している。　(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。



2019-1040000661-01メディアと英語文学Ｂ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 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・３時限　　試験時間割：定期試験なし　　

岩崎　雅之

◎－－－　概要　－－－◎

本授業では、ノーベル賞作家カズオ・イシグロの『日の名残
り』（The Remains of the Day）をテクストとして扱い、マー
チャント・アイヴォリーによる映画のナラティヴとの比較を行
う。
イシグロは原作において、自分にとって不都合な事実や真情を
述べない「信頼できない語り手」（執事スティーヴンス）を登
場させていると言われる。一方映画は、原作の語りを踏襲しつ
つも翻案を加え、1980年代から数多く作られるようになった、
過去のイギリスを美化する「ヘリテージ映画」としての特徴を
備えていると言われる。
両者の間にどのような類似や相違を見つけることができるの
か、週毎に担当者を決め、翻訳や解説を行ってもらう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①英文学の文化的背景に関して、幅広い知識かつ専門的知識を
有している。(知識・理解)

②文学作品に用いられる英語に関し、専門的知識を有してい
る。(知識・理解)

③文芸作品を英語で精読・解釈し、その成果をまとめることが
できる。(技能)

④英語の特質とその文化的背景に対し、学術的探究心を有して
いる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

必ず次週の範囲を読解し、映画を鑑賞してくること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標①～④に関して、以下の方法で評価する。

平常点30%（④を基準として評価）
発表10%（③を基準として評価）
15回目の授業で実施する試験60%（①～④を基準として評価）

◎－－－　テキスト　－－－◎

Kazuo Ishiguro, The Remains of the Day. (faber and faber:
1999）

◎－－－　参考書　－－－◎

『日の名残り』（土屋政雄訳）　ISBN 978-4151200038

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業には必ず辞書（電子辞書可）を持ってくること。
3分の1以上（通常は5回以上）を欠席すると、成績評価が
困難になり、単位取得が難しくなるので注意すること。ま
た、遅刻も評価が下がるので、留意しておくこと。
定期試験はありません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. オリエンテーション
2. Prologue: July 1956 (Darligton Hall) 1
3. Prologue: July 1956 (Darligton Hall) 2
4. Day One - Evening (Salisbury)
5.  Day Two - Morning (Salisbury) 1
6.  Day Two - Morning (Salisbury) 2
7.  Day Two - Morning (Salisbury) 3
8.. Day Two - Morning (Salisbury) 4
9. Day Two - Afternoon (Mortimer's Pond, Dorset)
10. Day Three - Morning (Taunton, Somerset)
11. Day Three - Evening (Moscombe, near Tavistock, Devon) 1
12. Day Three - Evening (Moscombe, near Tavistock, Devon) 2
13. Day Three - Evening (Moscombe, near Tavistock, Devon) 3
14. Day Four - Afternoon (Little Compton, Cornwall) ̃ Day Six -
Evening (Weymouth)
15. 試験



2019-1040000661-01メディアと英語文学Ｂ

岩崎　雅之

◎英語:A-2,A-3,B-1,C-1

1.①英文学の文化的背景に関して、幅広い知識かつ専門的知識を有している。
　(A-2)

2.②文学作品に用いられる英語に関し、専門的知識を有している。　(A-3)

3.③文芸作品を英語で精読・解釈し、その成果をまとめることができる。　
(B-1)

4.④英語の特質とその文化的背景に対し、学術的探究心を有している。　(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。


