
授業科目(ナンバリング)	 TOEIC 対策Ａ(CD111) 担当教員	 田中	 誠	

展開方法	 講義	 単位数	 2単位	 開講年次・時期	 1年・前期	 必修・選択	 選択	

授	業	の	ね	ら	い		

アクティブ	

ラーニング	

の	類	型	

TOEIC の問題を通して、国際社会で貢献できる人材となるための基本的な知識やコミュニケーション

能力を身につけると共に、英語の機能表現を学び、ビジネスの場面にふさわしい表現を理解できるよう

になることを目指す。また、履修前よりも TOEIC の問題をより多く解くことができるようになることを

目指す。そのために、予習、復習、課題を毎回課し、確実に力をつけることを目指す。 

	 	  
①⑩	  

 

ホスピタリティ

を構成する能力	
学 生 の 授 業 に お け る 到 達 目 標	

評価手段・	

方法	

評価	

比率	

専門力 授業で学んだ内容と同形式の TOEIC の問題を辞書なしで解くこと
ができる。 ・定期試験 	 	 50％	 	

情報収集、 
分析力 

毎回の授業内容から、特に重要な情報を選択し、まとめることがで

きる。また、それらを基に、TOEICの問題を解くことができる。 ・課題 	 	 30％	

コミュニケーシ

ョン力 
ビジネスの場面での適切なコミュニケーションに使用される表現

を理解することができる。	
・定期試験 20％	

協働・課題解決力 	   	 	 	 	  

多様性理解力   	 	 	 	  

出	 	 席	 受験要件	

合	 	 計	 100％	

評価基準及び評価手段・方法の補足説明		 	

１．毎回、授業後にマナバで２つの課題に取り組む。小テストでは即座に正解がマナバでフィードバックされます。	

２．定期試験では、授業で学んだ内容と同形式の問題を辞書なしで解く。	

授	 業	 の	 概	 要	

テキストを題材に、多くの TOEIC の問題を実際に解きながら講義をしていく。授業の流れとしては、TOEIC のリスニ

ング問題、リーディング問題を解き、解説を行う。TOEIC の問題は非常に難しいので、ポイントポイントを分かりやす

く解説をしていく。TOEIC には多くのセクションがあるので、TOEIC 対策 Aでは、リスニング（写真描写問題、応答問

題）、リーディング（穴埋め問題）に特に重点を置いた授業を展開する。なお、この授業では基本的に説明の際には日

本語を使用する。	

この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、180分とする。	

教	 科	 書	 ・	 参	 考	 書	

教科書：『新 TOEIC テスト・ナビゲーター』ドナルド・ビーバー他(著)、南雲堂	

参考書：『新 TOEIC	TEST	出る単特急	 金のフレーズ』	TEX 加藤（著）、朝日新聞出版	 	

『CD 付	英語構文必修 101』	 渡辺寿郎	(著)、増進会出版。	

指定図書：『新 TOEIC	TEST	出る単特急	 金のフレーズ』	TEX 加藤（著）、朝日新聞出版	 	

授業外における学修及び学生に期待すること	

遅刻、欠席をすることなく、必ずしっかり予習をして授業に参加してもらいたい。自ら学ぼうという姿勢が重要で

ある。受講後は、TOEIC の試験をぜひ受験してもらいたい。また、辞書を必ず授業には持ってくること。（電子辞書可）	



回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1	 オリエンテーション 

授業がスムーズに進むように、本講義の意義を理解し

てもらう。テキストの内容を説明し、授業の進め方、予習・

復習などについて説明をする。リスニング・リーディング問

題 解説。 

 TOEIC とはどんな試験か、

TOEIC のオフィシャルホー

ムページを見て調べる。ポ

ートフォリオの課題。 

2	
動詞、消える音(破裂音＋破

裂音) 

  Headhunting / The Internet を題材にリスニング・リー

ディング問題解説。 

 Lesson 1,2 を解いてくる。

復習後、ポートフォリオの課

題をする。 

3	
時制、消える音(破裂音＋鼻

音) 

  Weddings / Corporate Culture を題材にリスニング・リ

ーディング問題解説。 

 Lesson 3,4 を解いてくる。

復習後、ポートフォリオの課

題をする 

4	 形容詞、応答の予測 
 Music / Movies を題材にリスニング・リーディング問題

解説。 

 Lesson 5,6 を解いてくる。

復習後、ポートフォリオの課

題をする 

5	 名詞、一つになる音 
 Sightseeing / Recruiting を題材にリスニング・リーディン

グ問題解説。 

 Lesson 7,8 を解いてくる。

復習後、ポートフォリオの課

題をする 

6	 分詞構文、音の短縮 
  Shopping / Weather Forecast を題材にリスニング・リ

ーディング問題解説。 

 Lesson 9,10 を解いてくる。

復習後、ポートフォリオの課

題をする 

7	  不定詞、つながる音(基礎) 
 Customs / Crime を題材にリスニング・リーディング問題

解説。 

 Lesson 11,12 を解いてく

る。復習後、ポートフォリオの

課題をする 

8	
 動名詞、つながる音 

(n-linking、r-linking) 

  New Products / Global Matters を題材にリスニング・リ

ーディング問題解説。 

 Lesson 13,14 を解いてく

る。復習後、ポートフォリオの

課題をする 

9	  一致、無声化する音 
Health / Parties を題材にリスニング・リーディング問題 

解説。 

 Lesson 15,16 を解いてく

る。復習後、ポートフォリオの

課題をする 

10	  関係詞、有声化する音 
 Skiing / Travel を題材にリスニング・リーディング問題解

説。 

 Lesson 17,18 を解いてく

る。復習後、ポートフォリオの

課題をする 

11	  接続詞、弱くなる音 
 Dating / Hospitals を題材にリスニング・リーディング問

題 解説。 

 Lesson 19,20 を解いてく

る。復習後、ポートフォリオの

課題をする 

12	  仮定法、音の弱形と強形 
Advertising / Opportunities を題材にリスニング・リー

ディング問題解説。 

 Lesson 21,22 を解いてく

る。復習後、ポートフォリオの

課題をする 

13	  類音語 
Employment を題材にリスニング・リーディング問題 

解説。 

 Lesson 23 を解いてくる。復

習後、ポートフォリオの課題

をする 

14	 否定 
Banking/Finance を題材にリスニング・リーディング問

題 解説。 

 Lesson 24 を解いてくる。復

習後、ポートフォリオの課題

をする 

15	 まとめ 
TOEIC 模擬問題を題材にリスニング・リーディング問

題解説。 

 指示された模擬問題を解

いてくる。復習後、ポートフォ

リオの課題をする 

16	 定期試験  TOEIC 形式の筆記試験 筆記試験準備 

	


