
 

授業科目（ナンバリ

ング） 
英語演習 IA（国際観光学科）(AC111) 担当教員 ※Eric Raschke 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  
開講年次・時

期 
1年・前期 クラス Advanced 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 
This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics 

will focus on communication in a global society and students’ major area of study on the basis 

of students’ preparation for each lesson. 

英語演習では、英語の 4技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグロー

バル社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、

リーディング力とライティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

① ② 

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    
情報収集、 
分析力    

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics 

and experiences at a starting level. 

・Students will be able to use the mechanics of English reading 

and writing at a starting level. 

【初級レベル】 

・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができ

る。 

・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments 

Projects/tests 

CASEC 

30% 

40% 

10% 

協働・課題解

決力 
   

多様性理解力 
・Students will be able to communicate in English about topics 

that are relevant to their everyday life and future goals. 

・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュ

ニケーションをとることができる。 

In-class 

engagement 
20% 

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   

Students will be evaluated on reading and writing assignments inside and outside of class. They will be 

evaluated on completion and application of skills learned in class. Students will also be evaluated on 

major assessments meant to determine if they have achieved the aims of the course. Students will be given 

feedback both in-person and through online grading for each quiz and assignment. Students must also take 

the CASEC test (10%). CASEC の試験は成績の 10％で評価をする 

授 業 の 概 要 

Students will study a variety of common subject matters and practice the grammar and vocabulary skills 

necessary to communicate on these subjects. Students will read and write about topics related to everyday 

life and the world around them inside and outside of class. Students will complete writing assignments in 

order to improve writing fluency. Furthermore, students will complete major assessment projects related to 

the writing assignments to improve their ability to apply the skills they have acquired. Reading and 

writing topics are subject to change by the instructor. この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、

45分とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書： WordEngine Japan – 6-month license (JAN Code: 4-562383-881608) 

         Xreading VL, XLearningSystems – 6-month license (ISBN: 9784865390698) 

参考書： Any Japanese-English dictionary will suffice. 

指定図書：English Grammar in Use, Murphy, R. Cambridge University Press, 2012  

授業外における学修及び学生に期待すること 



Students will be expected to pre-read materials before class and review materials after class. Students will 

also be expected to complete homework and projects at home. Students will also receive extra assistance 

after class if they request it. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  

Introductions, syllabus explanation, 

registration of online components. Introduce 

SENA assignments 

Read this document 

Orientation assignment 

2 
Topic 1: 

My Introduction 

Weekly Reading Activity, Writing Activity, 

Language training activity 

Topic 1 Preview  Writing 

Assignment  

3 
Topic 1: 

My Introduction Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity 

Language training activity 

Topic 1 Review   

Writing Assignment 

4 
Topic 2: 

My Place (hometown) 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 2 Preview  Writing 

Assignment  

5 
Topic 2: 

My Place (hometown) Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity 

Language training activity 

Topic 2 Review   

Writing Assignment 

6 
Topic 3: 

Events in Our Lives 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 3 Preview   

Writing Assignment  

7 
Topic 3: 

Events in Our Lives Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity 

Language training activity 

Topic 3 Review   

Writing Assignment 

8 
Topic 4: 

Future Plans  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

9 
Topic 4: 

Future Plans Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

10 
Topic 5: 

Open Discussion  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

11 
Topic 5 

Open Discussion Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity, Work on Draft Poster, Language 

training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Poster Preparation 

12 Draft Poster Work 
Weekly Reading Activity, Work on Draft Poster 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Poster Preparation 

13 Final Poster Work 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, 

Work on Final Poster, Language training activity 
Poster Preparation 

14 Final Poster Work 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, 

Work on Final Poster, Language training activity 
Poster Preparation 

15 Final Poster Presentation Final Poster Presentations 
Final Presentation 

Preparations 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠＡ（国際観光）(AC111) 担当教員 ※綱 智子 

展開方法 演習 単位数 1単位・選択必修 開講年次・時期 1年・前期 クラス Standard 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

 This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics will 
focus on communication in a global society and students’ major area of study on the basis of 
students’ preparation for each lesson. 
 英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。IA のトピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグローバ

ル社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、リーディング力

とライティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    

情報収集、 
分析力 

   

コミュニケーシ

ョン力 

・Students will be able to read and write about familiar topics and 
experiences at a starting level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at a starting level 
【初級レベル】 
・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 
・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments 
 
Projects / tests 
 
CASEC 

30％ 

 

40％ 

 

10％ 

協働・課題解決

力 
   

多様性理解力 

・Students will be able to communicate in English about topics 
that are relevant to their everyday life and future goals. 
・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュニケーシ

ョンをとることができる。 

In-class 

engagement 
20％ 

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   

8 回目に中間テストを行う。フィードバックは、授業中に適宜行う。また、定期試験も行う。 

Students must also take the CASEC test (10%). CASEC の試験は成績の 10％で評価をする。 

授 業 の 概 要 

様々な話題について英語で理解し、表現することのできる総合的な英語力の獲得を目指す。授業では文法事項も整理

して正確な英文が書けるようにする。また、映画のスクリプトの音読も行う。 

この授業の標準的な 1 コマあたりの授業外学修時間は、45分とする。なお、新型コロナウィルス感染予防のため、遠

隔授業を実施する可能性がある。その際にはシラバスの変更を行う。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：First Steps to English Grammar 大坂四郎著（南雲堂） 

参考書：英辞郎 on the WEB 

指定図書：First Steps to English Grammar 大坂四郎著（南雲堂） 

授業外における学修及び学生に期待すること 

授業では映画や英語学習に役立つウェブサイト等を授業中に紹介する。授業外でもそのような教材を使って積極的に

勉強すること。 



回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 イントロダクション 履修の仕方、教室内外での学習方法などについて説明 

テキストを必ず購入してくる

こと、テキストＵｎｉｔ１の予習 

2 Be 動詞・現在 
Be 動詞の使い方について、否定文、疑問文などの作り方

を含めて学ぶ 

テキスト Unit1 の復習、 

Unit 2 の予習 

3 一般動詞・現在 
一般動詞の現在形について、否定文、疑問文などの作り

方を含めて学ぶ 

テキストＵｎｉｔ２の復習、 

Ｕｎｉｔ３の予習 

4 多様な疑問文 疑問詞の使い分けや付加疑問文について学ぶ 

テキストＵｎｉｔ３の復習、 

Ｕｎｉｔ４の予習 

5 Ｂｅ動詞・過去 
Ｂｅ動詞の過去形について、否定文、疑問文などの作り

方を含めて学ぶ 

テキストＵｎｉｔ４の復習、 

Ｕｎｉｔ５の予習 

6 一般動詞・過去 
一般動詞の過去形について、否定文、疑問文などの作り

方を含めて学ぶ 

テキストＵｎｉｔ５の復習、 

Ｕｎｉｔ６の予習 

7 特殊な文 
There is～, There are～の文、命令文、感嘆文について

学ぶ 

テキストＵｎｉｔ６の復習、 

Ｕｎｉｔ７の予習 

8 
1～7 回目までのまとめ 

復習テスト 
1～7 回目までについての復習と復習テストを行う 

テキストＵｎｉｔ１～６の復習、

Ｕｎｉｔ７の予習 

9 未来形 未来形の使い方について学ぶ 
テキストＵｎｉｔ７の復習、 

Ｕｎｉｔ８の予習 

10 進行形 
進行形について、否定文、疑問文などの作り方を含めて

学ぶ 

テキストＵｎｉｔ８の復習、 

Ｕｎｉｔ９の予習 

11 助動詞 助動詞の種類と使い分けについて学ぶ 
テキストＵｎｉｔ９の復習、 

Ｕｎｉｔ１０の予習 

12 英文の型 英語の 5 つの文型について学ぶ 
テキストＵｎｉｔ１０の復習、 

Ｕｎｉｔ１１の予習 

13 受動態 受動態について、疑問文、否定文の作り方を含めて学ぶ 
テキストＵｎｉｔ１１の復習、

Unit 12 の予習 

14 比較 比較級、最上級を使った表現について学ぶ 
テキストＵｎｉｔ１２の復習、

Unit 13 の予習 

15 完了形 
完了形の用法や、疑問文、否定文の作り方について学

ぶ 
テキストＵｎｉｔ１３の復習 

16 定期試験 定期試験を行う 試験の準備学修 

 



 

授業科目（ナンバリ

ング） 
英語演習 IA（国際観光学科）(AC111) 担当教員 ※Eric Raschke 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  
開講年次・時

期 
1年・前期 クラス Standard 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 
This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics 

will focus on communication in a global society and students’ major area of study on the basis 

of students’ preparation for each lesson. 

英語演習では、英語の 4技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグロー

バル社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、

リーディング力とライティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

① ② 

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    
情報収集、 
分析力    

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics 

and experiences at a starting level. 

・Students will be able to use the mechanics of English reading 

and writing at a starting level. 

【初級レベル】 

・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができ

る。 

・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments 

Projects/tests 

CASEC 

30% 

40% 

10% 

協働・課題解

決力 
   

多様性理解力 
・Students will be able to communicate in English about topics 

that are relevant to their everyday life and future goals. 

・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュ

ニケーションをとることができる。 

In-class 

engagement 
20% 

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   

Students will be evaluated on reading and writing assignments inside and outside of class. They will be 

evaluated on completion and application of skills learned in class. Students will also be evaluated on 

major assessments meant to determine if they have achieved the aims of the course. Students will be given 

feedback both in-person and through online grading for each quiz and assignment. Students must also take 

the CASEC test (10%). CASEC の試験は成績の 10％で評価をする 

授 業 の 概 要 

Students will study a variety of common subject matters and practice the grammar and vocabulary skills 

necessary to communicate on these subjects. Students will read and write about topics related to everyday 

life and the world around them inside and outside of class. Students will complete writing assignments in 

order to improve writing fluency. Furthermore, students will complete major assessment projects related to 

the writing assignments to improve their ability to apply the skills they have acquired. Reading and 

writing topics are subject to change by the instructor. この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、

45分とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：  WordEngine Japan – 6-month license (JAN Code: 4-562383-881608) 

          Xreading VL, XLearningSystems – 6-month license (ISBN: 9784865390698) 

参考書： Any Japanese-English dictionary will suffice. 

指定図書：English Grammar in Use, Murphy, R. Cambridge University Press, 2012  

授業外における学修及び学生に期待すること 



Students will be expected to pre-read materials before class and review materials after class. Students will 

also be expected to complete homework and projects at home. Students will also receive extra assistance 

after class if they request it. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  

Introductions, syllabus explanation, 

registration of online components. Introduce 

SENA assignments 

Read this document 

Orientation assignment 

2 
Topic 1: 

My Introduction 

Weekly Reading Activity, Writing Activity, 

Language training activity 

Topic 1 Preview  Writing 

Assignment  

3 
Topic 1: 

My Introduction Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity 

Language training activity 

Topic 1 Review   

Writing Assignment 

4 
Topic 2: 

My Place (hometown) 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 2 Preview  Writing 

Assignment  

5 
Topic 2: 

My Place (hometown) Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity 

Language training activity 

Topic 2 Review   

Writing Assignment 

6 
Topic 3: 

Events in Our Lives 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 3 Preview   

Writing Assignment  

7 
Topic 3: 

Events in Our Lives Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity 

Language training activity 

Topic 3 Review   

Writing Assignment 

8 
Topic 4: 

Future Plans  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

9 
Topic 4: 

Future Plans Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

10 
Topic 5: 

Open Discussion  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

11 
Topic 5 

Open Discussion Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity, Work on Draft Poster, Language 

training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Poster Preparation 

12 Draft Poster Work 
Weekly Reading Activity, Work on Draft Poster 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Poster Preparation 

13 Final Poster Work 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, 

Work on Final Poster, Language training activity 
Poster Preparation 

14 Final Poster Work 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, 

Work on Final Poster, Language training activity 
Poster Preparation 

15 Final Poster Presentation Final Poster Presentations 
Final Presentation 

Preparations 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠＡ（国際観光）(AC111) 担当教員 幸山智子 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  開講年次・時期 1年・前期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

 This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics will 
focus on communication in a global society and students’ major area of study on the basis of 
students’ preparation for each lesson. 
 英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。IA のトピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグローバル

社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、リーディング力とラ

イティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    

情報収集、 
分析力 

   

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics and 
experiences at a starting level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at a starting level 
【初級レベル】 
・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 
・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments 
 
Projects / tests 
 
CASEC 

30% 
 

40% 
 

10% 

協働・課題解

決力 
   

多様性理解力 
・Students will be able to communicate in English about topics 
that are relevant to their everyday life and future goals. 
・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュニケーシ

ョンをとることができる。 

In-class 
engagement 20% 

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   

課題 30%、授業参加度（学修・活動状況）20%、試験またはプロジェクト（ポートフォリオ、小テスト等も含む）40%

とする。課題はそれまでの授業に関する英文レポートを 3回出題し、内容を評価する。課題のフィードバックは授業中

に行う。Students must also take the CASEC test (10%). CASEC の試験は成績の 10％で評価をする。 

授 業 の 概 要 

この授業では、短い映像を通して日常生活のさまざまな場面で使われる英語表現を確認し、それらを発展的に用いる方

法を学ぶ。その過程で、受講者同士で議論することによってアメリカ文化についての理解を深める。また、音読（ペア

ワーク・グループワークを含む）や英作文の練習を重ね、情報を自分のことばで発信できるようになることを目標とす

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、45分とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：Hello New York! Learning Basic English with Aya in 15 Episodes（『映像で学ぶ初めての NYホームス

テイ』）金星堂 

参考書：英英辞典、英和辞典 

指定図書：Hello New York! Learning Basic English with Aya in 15 Episodes（『映像で学ぶ初めての NYホーム

ステイ』）金星堂 



授業外における学修及び学生に期待すること 

・遅刻、欠席、途中退室をせず、積極的に授業に参加すること 

・各シーンの動画を視聴して、概要を予想しておくこと（予習） 

・音声を繰り返し確認し、音読練習とまとめをしておくこと（復習） 

・受講に際しては必ず教科書と辞書（電子辞書可）を持参すること 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation 授業内容と評価方法等の説明 

・シラバスの確認 

・教科書の内容確認 

2 
Scene 1: It’s So Nice to Meet 

You! 
be 動詞と一般動詞／挨拶をする 

 

・Scene 1 の予習、復習 

3 
Scene 2: Is He a Popular 

Professor? 
疑問文と否定文／自己紹介をする 

       

・Scene 2 の予習、復習 

4 
Scene 3: He Showed Me “a” 

Way 
現在形と過去形／感想を言う 

・Scene 3 の予習、復習 

5 Scene 4: For Here or To Go? 可算名詞と不可算名詞／注文をする 

・Scene 4 の予習、復習 

6 Scene 5: She Is So Beautiful 代名詞／お願いをする 

・Scene 5 の予習、復習 

＊課題①の提出期限 

7 Review ① 前半のまとめ 

 

・Scene 1-4 の総括 

8 Scene 6: Catching a Cab 前置詞／場所を説明する 

・Scene 6 の予習、復習 

9 Scene 7: How Romantic! 形容詞と副詞／人を描写する ・Scene 7 の予習、復習 

10 Scene 8: I’m Not Feeling Well 助動詞／体調を述べる 
・Scene 8 の予習、復習 

＊課題②の提出期限 

11 
Scene 9: Tickets for a Yankees 

Game 
進行形／誘う ・Scene 9 の予習、復習 

12 
Scene 10: What’s on the 

Shopping List? 
接続詞／誘いを断る ・Scene 10 の予習、復習 

13 Scene 11: MOMA Is Fun! 現在完了形／聞き直す 
・Scene 11 の予習・復習 

 

14 Review ② 後半のまとめ 

・Scene 6-11 の総括 

・試験またはプロジェクトの準

備 

15 まとめ 試験またはプロジェクト、解説 
・授業で学んだ内容の総括 

＊課題③の提出期限 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習 IA（国際観光学科）(AC111) 担当教員 Thom W. Rawson 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  
開講年次・時

期 
1年・前期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics 

will focus on communication in a global society and students’ major area of study on the basis 

of students’ preparation for each lesson. 

英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグロ

ーバル社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、

リーディング力とライティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    

情報収集、 
分析力 

   

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics 

and experiences at a starting level. 

・Students will be able to use the mechanics of English reading 

and writing at a starting level. 

【初級レベル】 

・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 

・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments 

Projects/tests 

CASEC 

30% 

40% 

10% 

協働・課題解

決力 
   

多様性理解

力 

・Students will be able to communicate in English about topics 

that are relevant to their everyday life and future goals. 

・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュ

ニケーションをとることができる。 

In-class 

engagement 
20% 

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   

Students will be evaluated on reading and writing assignments inside and outside of class. They will be 

evaluated on completion and application of skills learned in class. Students will also be evaluated on major 

assessments meant to determine if they have achieved the aims of the course. Students will be given feedback 

both in-person and through online grading for each quiz and assignment. Students must also take the CASEC 

test (10%). CASEC の試験は成績の 10％で評価をする 

授 業 の 概 要 

Students will study a variety of common subject matters and practice the grammar and vocabulary skills 

necessary to communicate on these subjects. Students will read and write about topics related to everyday 

life and the world around them inside and outside of class. Students will complete writing assignments in 

order to improve writing fluency. Furthermore, students will complete major assessment projects related to 

the writing assignments to improve their ability to apply the skills they have acquired. Reading and writing 

topics are subject to change by the instructor. この授業の標準的な 1 コマあたりの授業外学修時間は、45 分

とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書： Xreading VL, XLearning Systems 6-month license (ISBN: 9784865390698) 

         WordEngine Japan 6-month license (JAN Code: 4-562383-881608) 

参考書： Any Japanese-English dictionary will suffice. 

指定図書：English Grammar in Use, Murphy, R. Cambridge University Press, 2012  



授業外における学修及び学生に期待すること 

Students will be expected to pre-read materials before class and review materials after class. Students will 

also be expected to complete homework and projects at home. Students will also receive extra assistance after 

class if they request it. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  

Introductions, syllabus explanation, 

registration of online components. Introduce 

vocabulary and reading assignments 

Read this document 

Orientation assignment 

2 
Topic 1: 

My Introduction 

Weekly Reading Activity, Writing Activity, 

Language training activity 

Topic 1 Preview  

Writing Assignment  

3 
Topic 1: 

My Introduction Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 1 Review   

Writing Assignment 

4 
Topic 2: 

My Place (hometown) 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 2 Preview  

Writing Assignment  

5 
Topic 2: 

My Place (hometown) Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 2 Review   

Writing Assignment 

6 
Topic 3: 

Events in Our Lives 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 3 Preview   

Writing Assignment  

7 
Topic 3: 

Events in Our Lives Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 3 Review   

Writing Assignment 

8 
Topic 4: 

Future Plans  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

9 
Topic 4: 

Future Plans Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

10 
Topic 5: 

Open Discussion  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

11 
Topic 5 

Open Discussion Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity, Work on Draft Poster, Language training 

activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Report Preparation 

12 Draft Report Work 
Weekly Reading Activity, Work on Draft Report 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Report Preparation 

13 Draft Report Work 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, Work 

on Final Poster, Language training activity 
Report Preparation 

14 Final Report Comments 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, Work 

on Final Poster, Language training activity 
Report Preparation 

15 Final Report Presentation Final Report Presentations 
Final Presentation 

Preparations 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠA（社会福祉） (AC111) 担当教員 ※満屋 敏夫 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  開講年次・時期 1年・前期 クラス Standard 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics 

will focus on communication in a global society and students’ major area of study on the 

basis of students’ preparation for each lesson. 

英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグ

ローバル社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提

に、リーディング力とライティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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        

情報収集、 

分析力 
       

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics 

and experiences at a starting level. 

・Students will be able to use the mechanics of English reading 

and writing at a starting level. 

【初級レベル】 

・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 

・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

 定期試験 

 

80％ 

 

協働・課題解決

力 
      

多様性理解力 

・Students will be able to communicate in English about topics 

that are relevant to their everyday life and future goals. 

・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュニ

ケーションをとることができる。 

課題提出 20％ 

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   

授業内容の理解度と定着度を測るために、毎回の授業後に課題(教科書とワークブックから出題)の提出とその成績を

20％、そして、最終的に定期試験の成績を 80％で評価する。 

フィードバックは、毎回の課題の解答を始め、適宜説明を授業中に行って、既習事項の理解度と定着度を深めていく。 

授 業 の 概 要 

英語学習に必要な文の構造や基礎的な文法や語彙を活用することにより、基本的な表現法を身につけていることを前

提として、リーディング力とライティング力の向上を図る。毎回の授業については、音読と Grammar Workouts を中心

に展開していく。 

この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、45分とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：Glances of Japan（南雲堂）坂部俊行他著  Grammar Workouts (金星堂) 安丸雅子 渡邉晶子著 

参考書：英語辞書（出版社は問わない） 

指定図書：Vision Quest 総合英語(新興出版社啓林館) 

授業外における学修及び学生に期待すること 

「わかる授業」を目指すために予習をしっかりと行い、自主参加型の授業を行っていく。授業後には、授業内容を理

解して定着させるために、しっかりと課題に取り組み、そして、授業外学修を計画的に行うことが大切である。 

また、理解しようとする積極的かつ真摯な態度で授業に臨むことが必要である。この授業で学んだことをこれから実

践の場で自信を持って活かすことができるように、日頃から常に学習への関心・意欲を持続させ、自主的かつ積極的に

学修する学生に期待する。 



回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Orientation  

Unit1 

授業内容、教科書紹介、授業の進め方、授業外学修の方法、

評価方法などの説明よって、授業を理解する 

第 1回の講義として Unit1 Ramen を取り上げる 

＊Grammar Workouts① 

シラバスを熟読しておく 

内容を把握して理解する 

予習：Unit1音読 

復習:新出単語 P10 

代名詞・名詞の単複 

2 Unit2  Animal Café                      ＊Grammar Workouts② 

予習:Unit2音読解 

復習:新出単語 P14 

Be動詞 

3 Unit3 Stand-up Eatery          ＊Grammar Workouts③ 

予習:Unit3 音読解 

復習:新出単語 P18 

進行形 

4 Unit4 Convenience Store          ＊Grammar Workouts④ 

予習:Unit4音読 

復習:新出単語 P22 

命令文 

5 Unit5 Japanese Fast Food, Gyudon      ＊Grammar Workouts⑤             

予習:Unit5 音読 

復習:新出単語 P26 

一般動詞(現在・過去) 

6 Unit6 Japanese Spa                      ＊Grammar Workouts⑥ 

予習:Unit 6 音読 

復習:新出単語 P30 

受動態 

7 Unit7 Flour Dishes            ＊Grammar Workouts⑦ 

予習:Unit 7 音読 

復習:新出単語 P34 

現在完了 

8 Unit8 Karaoke                          ＊Grammar Workouts⑧ 

予習:Unit 8音読 

復習:新出単語 P38 

助動詞 

9 Unit9 
Seating Changes at Japanese Restaurants 

           ＊Grammar Workouts⑨                      

予習:Unit 9 音読 

復習:新出単語 P42 

不定詞 

10 Unit10   Second-Hand Store                ＊Grammar Workouts⑩ 

予習:Unit10音読 

復習:新出単語 P46 

動名詞 

11  Unit11  Kawaii Culture            ＊Grammar Workouts⑪ 

予習:Unit11音読 

復習:新出単語 P50 

分詞 

12  Unit12  Soba                     ＊Grammar Workouts⑫ 

予習:Unit12音読 

復習:新出単語 P54 

接続詞 

13  Unit13  Bento                             ＊Grammar Workouts⑬                                 

予習:Unit13 音読 

復習:新出単語 P58 

前置詞 

14  Unit14   Shrine               ＊Grammar Workouts⑭ 

予習:Unit14音読 

復習:新出単語 P62 

関係詞 

15  Unit15  Onsen                ＊Grammar Workouts⑮ 

予習:Unit15 音読 

復習:新出単語 P66 

重要構文 

16 定期試験 筆記試験 試験の準備学修 

 

 

 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠＡ （社会福祉）(AC111) 担当教員 日野 拓也 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  
開講年次・時

期 
1年・前期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

 This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics will 
focus on communication in a global society and students’ major area of study on the basis of 
students’ preparation for each lesson. 
 英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグローバル社会

におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、リーディング力とライテ

ィング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    

情報収集、 
分析力 

   

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics and 
experiences at a starting level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at a starting level. 
【初級レベル】 
・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 
・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments 
 
Projects / tests 

30% 

 

40% 

協働・課題解

決力 
   

多様性理解力 
・Students will be able to communicate in English about topics 
that are relevant to their everyday life and future goals. 
・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュニケーシ

ョンをとることができる。 

In-class 

engagement 
30% 

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   

授業態度、授業やペア・グループワークへの積極的な参加などの評価が３０％、４技能（聴くこと・読むこと・書くこと・話すこと）

内、主に「書くこと」と「読むこと」関する演習・授業課題・クイズの評価が３０％、授業で学ぶ内容に基づく定期試験の評価が 
４０％となる。課題は、コメントを載せて受講生に返却する。 

授 業 の 概 要 

近年の日本における国際的経済活動および国際交流の活発化に伴い、「共通言語」である英語の習得は、将来の日本社会を支える「社

会福祉」の制度において必要不可欠である。その理由のひとつとして、「社会政策(social policy)」「社会サービス(social services)」

「対人社会サービス(personal social service)」などといった「社会福祉政策」の総称のほとんどは、英語圏で用いられた概念であ

る。この授業のめざす意図は、「社会福祉」の専門職として必要な知識を英語で学習することである。 

この授業の標準的な 1 コマあたりの授業外学修時間は、45分とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：『English for Social Welfare』 William M. Balsamo, 阿部敏之 著 金星堂：ISBN: 9784764737532 

参考書：『そのまま使える病院英語表現 5000』 森島祐子 著 医学書院；ISBN 9784260018302 

指定図書：『介護福祉用語和英・英和辞典』澤田如、住居広士 著 中央法規出版：ISBN:9784805855737 

（留学生には別途、授業中に指示する） 



授業外における学修及び学生に期待すること 

この授業では、将来医療福祉系の専門職に従事する学習者にとって役に立つ教養知識を英語で学習する。即興性を重視するタスク（個

人・ペア・グループ活動）を通して、専門用語を覚え、医療・福祉の現場で役立つ英語表現を学び、英語コミュニケーション能力の向

上を図る。さらに、「社会福祉」と医療に関する新聞記事や書籍など学習者の興味がある分野を取り扱った英文を読むこと。授業のね

らいは３つある。①専門用語を覚え、実用的な英語表現を学習する。②「社会福祉」を中心とした英文を幅広く読めるようになる。③

英語圏から見る「日本の福祉」の意義と概念を学ぶ。 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
「福祉の英語： 

福祉への理解」 

概要説明と英語教授法「タスク」とは？ 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（１）英語４技能 

課題：「there is/ there are」（ライティング） 

予習：シラバスとテキストの

確認 

復習：Ch.1 の演習 

2 
「福祉の英語： 

障害者の働く意義」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（２）英語４技能 

課題：類義語 「It is ～」（ライティング） 

予習：Ch.2 

復習：Ch.2 の演習と課題 

3 
「福祉の英語： 

老人の孤独」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（３）英語４技能 

課題：類義語 「関係詞」（ライティング） 

予習：Ch.3 

復習：Ch.3 の演習と課題 

4 
「福祉の英語： 

外国人の苦労」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（４）英語４技能 

課題：類義語 「不定詞」（ライティング） 

予習：Ch.4 

復習：Ch.4 の演習と課題 

5 
「福祉の英語： 

ITと福祉」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（５）英語４技能  

クイズ（第１回） 

課題：類義語 「完了形」（ライティング） 

予習：Ch.5 と 

クイズ（Ch. 1～4） 

復習：Ch.5 の演習と課題 

6 
「福祉の英語： 

福祉と寝たきり」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（６）英語４技能 

課題：類義語 「関係詞」（ライティング） 

予習：Ch.6 

復習：Ch.6 の演習と課題 

7 
「福祉の英語： 

介護と外国人労働者」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（７）英語４技能 

課題：類義語 「助動詞」（ライティング） 

予習：Ch.7 

復習：Ch.7 の演習と課題 

8 
「福祉の英語： 

介護とロボット」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（８）英語４技能 

課題：類義語 「前置詞」（ライティング） 

予習：Ch.8 

復習：Ch.8 の演習と課題 

9 
「福祉の英語： 

NPOと福祉」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（９）英語４技能 

課題：類義語 「副詞」（ライティング） 

予習：Ch.9 

復習：Ch.9 の演習と課題 

10 
「福祉の英語： 

介護保険制度と労働条件」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（１０）英語４技能  

クイズ（第２回） 

課題：類義語 「接続詞」（ライティング） 

予習：Ch.10 と 

クイズ(Ch.5～9) 

復習：Ch.10 の演習と課題 

11 
「福祉の英語： 

福祉と盲導犬」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（１１）英語４技能 

課題：類義語 「関係副詞」（ライティング） 

予習：Ch.11 

復習：Ch.11 の演習と課題 

12 
「福祉の英語： 

福祉とベビーシッター」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（１２）英語４技能 

課題：類義語 「動名詞」（ライティング） 

予習：Ch.12 

復習：Ch.12 の演習と課題 

13 
「福祉の英語： 

福祉と高齢化社会」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（１３）英語４技能 

課題：類義語 「比較級」（ライティング） 

予習：Ch.13 

復習：Ch.13 の演習と課題 

14 
「福祉の英語： 

日本と高齢化社会」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（１４）英語４技能 

課題：類義語 「時制」（ライティング） 

予習：Ch.14 

復習：Ch.14 の演習と課題 

15 
「福祉の英語： 

介護教育」 

演習：福祉系の英語表現と英文購読（１５）英語４技能  

クイズ（第３回） 

課題：類義語 「形容詞」（ライティング） 

予習：Ch.15 と 

クイズ(Ch. 11～14) 

復習：Ch.15 の演習と課題 

16 定期試験 筆記試験 全講義の振り返り 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠＡ（健康栄養）(AC111) 担当教員 ※Monica Jackson 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  開講年次・時期 1年・前期 クラス Standard 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

 This is a four-skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics will focus 
on communication in a global society and students’ major area of study on the basis of students’ 
preparation for each lesson. 

英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグローバル社会にお

けるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、リーディング力とライティング

力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    

情報収集、分析力    

コミュニケーション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics and 
experiences at a starting level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at a starting level. 
【初級レベル】 
・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができ

る。 
・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments  
 
Projects/ 
tests 

30% 
 

40% 

協働・課題解決力    

多様性理解力 

・Students will be able to communicate in English about topics 
that are relevant to their everyday life and future goals. 
・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュ

ニケーションをとることができる。 

In-class 

engagement 
30% 

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   

Students will be evaluated on reading and writing assignments inside and outside of class. They will be evaluated 
on completion and application of skills learned in class. Students will also be evaluated on major assessments meant 
to determine if they have achieved the aims of the course. Students will be given feedback both in-person and 
through online grading for each quiz and assignment. 

授 業 の 概 要 

Students will study a variety of common subject matters and practice the grammar and vocabulary skills necessary 
to communicate on these subjects. Students will read and write about topics related to everyday life and the world 
around them inside and outside of class. Students will complete writing assignments in order to improve writing 
fluency. Furthermore, students will complete major assessment projects related to the writing assignments to 
improve their ability to apply the skills they have acquired. Reading and writing topics are subject to change by 
the instructor. この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、45分とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書： Xreading VL, XLearning Systems – 6 month license (ISBN: 9784865390698);  
NIU Reading and Writing Booklet; additional materials provided by the teacher. 
参考書： Any Japanese-English dictionary will suffice. 
指定図書：English Grammar in Use, Murphy, R. Cambridge University Press, 2012  



授業外における学修及び学生に期待すること 

Students will be expected to pre-read materials before class and review materials after class. Students will also be 
expected to complete homework and projects at home. Students will also receive extra assistance after class if they 
request it. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  Introductions, syllabus explanation, registration 
of online components. Introduce assignments 

Read this 
document 
Orientation 
assignment 

2 Orientation - Xreading Learn about Xreading in-depth. Complete a 
reading assignment in class.  

Review  
Xreading 

3 Topic 1: My Introduction Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 1 
Writing 
Assignment 

4 Topic 1: My Introduction- 
Revision  

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 1 
Writing 
Assignment 

5 Topic 1a: Getting to Know 
You 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 1a 
Writing 
Assignment 

6 Topic 1a: Getting to Know 
You - Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 1a 
Writing 
Assignment 

7 Topic 2: Hometowns Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 2 
Writing 
Assignment 

8 Topics 2: Hometowns - 
Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 2 
Writing 
Assignment 

9 Topic 3: Favorite Foods Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 3 
Writing 
Assignment 

10 Topic 3: Favorite Foods - 
Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 3 
Writing 
Assignment 

11 Topic 4: Life Events Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 4 
Writing 
Assignment 

12 Topic 4: Life Events - 
Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 4 
Writing 
Assignment 

13 Special Topic 1 Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Special  Topic 1 
Writing 
Assignment 

14 Special Topic 2 Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Special Topic 2 
Writing 
Assignment 

15 Review / Final Interview Review materials from the course; Final interview 
with the teacher 

Final Interview 
Preparation 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠＡ（健康栄養）(AC111) 担当教員 ※満屋 敏夫 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  開講年次・時期 
1年・前

期 
クラス Basic 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

 This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. 

Topics will focus on communication in a global society and students’ major area of study on 

the basis of students’ preparation for each lesson. 

 英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグ

ローバル社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提

に、リーディング力とライティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    

情報収集、 

分析力 
   

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics 

and experiences at a starting level. 

・Students will be able to use the mechanics of English reading 

and writing at a starting level. 

【初級レベル】 

・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 

・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

   定期試験 80% 

協働・課題解決

力 
   

多様性理解力 

・Students will be able to communicate in English about topics 

that are relevant to their everyday life and future goals. 

・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュ

ニケーションをとることができる。 

課題提出 20% 

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   

授業内容の理解度と定着度を測るために、毎回の授業後に課題(教科書とワークブックから出題)の提出とその成績

を 20％、そして、最終的に定期試験の成績を 80％で評価する。 

フィードバックは、毎回の課題の解答を始め、適宜説明を授業中に行って、既習事項の理解度と定着度を深めていく。 

授 業 の 概 要 

英語学習に必要な文の構造や基礎的な文法や語彙を活用することにより、基本的な表現法を身につけていることを

前提として、リーディング力とライティング力の向上を図る。毎回の授業については、音読と English Grammar Check

を中心に展開していく。 

この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、45分とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：Introduce Japan in Easy English (English Once More!!) (朝日出版社) 

    English Grammar Check 佐藤誠司著 (南雲堂) 

参考書：英語辞書（出版社は問わない） 

指定図書：Vision Quest 総合英語(新興出版社啓林館) 

 

 



授業外における学修及び学生に期待すること 

「わかる授業」を目指すために予習をしっかりと行い、自主参加型の授業を行っていく。授業後には、授業内容を理解

して定着させるために、しっかりと課題に取り組み、そして、授業外学修を計画的に行うことが大切である。また、理

解しようとする積極的かつ真摯な態度で授業に臨むことが必要である。この授業で学んだことをこれから実践の場で

自信を持って活かすことができるように、日頃から常に学習への関心・意欲を持続させ、自主的かつ積極的に学修する

学生に期待する。 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Orientation  

Unit 1 

授業内容、教科書紹介、授業の進め方、授業外学修の

方法、評価方法などの説明によって、授業を理解する 

第１回の講義として Unit1(空港で)を取り上げる 

            English Grammar Check① 

シラバスを熟読しておく 

内容を把握して理解する 

文型①(第 1・第 2・第 3) 

復習：音読 P2本文 

2 

 

Unit 2 

 

 

マンションに到着 

English Grammar Check② 

予習：文型②(第 4・第 5) 

復習：音読 P10本文 

3 Unit 3 

 

お客様を迎える 

English Grammar Check③ 

予習：不定詞①・動名詞 

復習：音読 P20本文 

4 Unit 4 

 

デパ地下でお買い物 

English Grammar Check④   

予習：不定詞② 

復習：音読 P30本文 

5 Unit 5 

 

お花見 

English Grammar Check⑤ 

                 

予習：分詞 

復習:音読 P38本文  

6 

 

Unit 6 

 

 

浅草へ行こう！ 

             English Grammar Check⑥      

予習：接続詞①等位接続詞 

復習：音読 P50本文 

7 Unit 7 

 

秋葉原を散策 

               English Grammar Check⑦ 

予習：接続詞②従属接続詞 

復習：音読 P58本文  

8 

 

Unit 8 

 

 

平和への祈り 

             English Grammar Check⑧ 

予習：過去完了形 

復習：音読 P68本文 

9 Unit 9 

 

京都旅行：新幹線の旅 

                        English Grammar Check⑨   

                 

予習：話法① 

復習：音読 P78本文 

10 

 

Unit 10 

 

茶道初体験 

             English Grammar Check⑩ 

予習：話法② 

復習：音読 P88本文 

11 Unit 11 
京都の思い出 

                        English Grammar Check⑪ 

予習：関係代名詞① 

復習：音読 P98本文 

12 Unit 12 
日本滞在最後の日：築地市場～上野公園 

             English Grammar Check⑫     

予習：関係代名詞② 

復習：音読 P108本文 

13 Unit 13 

 

日本の事象を英語で説明 

            English Grammar Check⑬ 

予習：関係副詞 

復習：音読 P116 本文  

14 

 

Unit 14 

 

 

最後の晩餐 

             English Grammar Check⑭ 

                       

予習：仮定法① 

復習：音読 P126 本文 

15 Unit 15 

 

別れの時                    

      English Grammar Check⑮ 

予習：仮定法② 

復習：音読 P134本文 

16 定期試験 筆記試験 試験の準備学習 
 

 

  



授業科目（ナンバリング） 英語演習 IA（薬学科）(AC111) 担当教員 John Patrick Owatari-Dorgan 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  
開講年次・時

期 
1年・前期 クラス Advanced 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics 

will focus on communication in a global society and students’ major area of study on the basis 

of students’ preparation for each lesson. 

英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグロ

ーバル社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、

リーディング力とライティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    

情報収集、 
分析力 

   

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics 

and experiences at a starting level. 

・Students will be able to use the mechanics of English reading 

and writing at a starting level. 

【初級レベル】 

・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 

・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments 

Projects/tests 

 

30% 

40% 

 

協働・課題解

決力 
   

多様性理解

力 

・Students will be able to communicate in English about topics 

that are relevant to their everyday life and future goals. 

・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュ

ニケーションをとることができる。 

In-class 

engagement 
30% 

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   

Students will be evaluated on reading and writing assignments inside and outside of class. They will be 

evaluated on completion and application of skills learned in class. Students will also be evaluated on major 

assessments meant to determine if they have achieved the aims of the course. Students will be given feedback 

both in-person and through online grading for each quiz and assignment. 

授 業 の 概 要 

Students will study a variety of common subject matters and practice the grammar and vocabulary skills 

necessary to communicate on these subjects. Students will read and write about topics related to everyday 

life and the world around them inside and outside of class. Students will complete writing assignments in 

order to improve writing fluency. Furthermore, students will complete major assessment projects related to 

the writing assignments to improve their ability to apply the skills they have acquired. Reading and writing 

topics are subject to change by the instructor. この授業の標準的な 1 コマあたりの授業外学修時間は、45 分

とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書： WordEngine Japan – 6-month license (JAN Code: 4-562383-881608) 

         Xreading VL, XLearning Systems – 6-month license (ISBN: 9784865390698) 

参考書： Any Japanese-English dictionary will suffice. 

指定図書：English Grammar in Use, Murphy, R. Cambridge University Press, 2012  



授業外における学修及び学生に期待すること 

Students will be expected to pre-read materials before class and review materials after class. Students will 

also be expected to complete homework and projects at home. Students will also receive extra assistance after 

class if they request it. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  

Introductions, syllabus explanation, 

registration of online components. Introduce 

SENA assignments 

Read this document 

Orientation assignment 

2 
Topic 1: 

My Introduction 

Weekly Reading Activity, Writing Activity, 

Language training activity 

Topic 1 Preview  

Writing Assignment  

3 
Topic 1: 

My Introduction Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 1 Review   

Writing Assignment 

4 
Topic 2: 

My Place (hometown) 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 2 Preview  

Writing Assignment  

5 
Topic 2: 

My Place (hometown) Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 2 Review   

Writing Assignment 

6 
Topic 3: 

Events in Our Lives 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 3 Preview   

Writing Assignment  

7 
Topic 3: 

Events in Our Lives Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 3 Review   

Writing Assignment 

8 
Topic 4: 

Future Plans  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

9 
Topic 4: 

Future Plans Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

10 
Topic 5: 

Open Discussion  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

11 
Topic 5 

Open Discussion Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity, Work on Draft Poster, Language training 

activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Poster Preparation 

12 Draft Poster Work 
Weekly Reading Activity, Work on Draft Poster 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Poster Preparation 

13 Final Poster Work 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, Work 

on Final Poster, Language training activity 
Poster Preparation 

14 Final Poster Work 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, Work 

on Final Poster, Language training activity 
Poster Preparation 

15 Final Poster Presentation Final Poster Presentations 
Final Presentation 

Preparations 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習 IA（薬学科）(AC111) 担当教員 John Patrick Owatari-Dorgan 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  
開講年次・時

期 
1年・前期 クラス Standard 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics 

will focus on communication in a global society and students’ major area of study on the basis 

of students’ preparation for each lesson. 

英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグロ

ーバル社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、

リーディング力とライティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    

情報収集、 
分析力 

   

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics 

and experiences at a starting level. 

・Students will be able to use the mechanics of English reading 

and writing at a starting level. 

【初級レベル】 

・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 

・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments 

Projects/tests 

 

30% 

40% 

 

協働・課題解

決力 
   

多様性理解

力 

・Students will be able to communicate in English about topics 

that are relevant to their everyday life and future goals. 

・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュ

ニケーションをとることができる。 

In-class 

engagement 
30% 

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   

Students will be evaluated on reading and writing assignments inside and outside of class. They will be 

evaluated on completion and application of skills learned in class. Students will also be evaluated on major 

assessments meant to determine if they have achieved the aims of the course. Students will be given feedback 

both in-person and through online grading for each quiz and assignment.   

授 業 の 概 要 

Students will study a variety of common subject matters and practice the grammar and vocabulary skills 

necessary to communicate on these subjects. Students will read and write about topics related to everyday 

life and the world around them inside and outside of class. Students will complete writing assignments in 

order to improve writing fluency. Furthermore, students will complete major assessment projects related to 

the writing assignments to improve their ability to apply the skills they have acquired. Reading and writing 

topics are subject to change by the instructor. この授業の標準的な 1 コマあたりの授業外学修時間は、45 分

とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書： WordEngine Japan – 6-month license (JAN Code: 4-562383-881608) 

         Xreading VL, XLearning Systems – 6-month license (ISBN: 9784865390698) 

参考書： Any Japanese-English dictionary will suffice. 

指定図書：English Grammar in Use, Murphy, R. Cambridge University Press, 2012  



授業外における学修及び学生に期待すること 

Students will be expected to pre-read materials before class and review materials after class. Students will 

also be expected to complete homework and projects at home. Students will also receive extra assistance after 

class if they request it. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  

Introductions, syllabus explanation, 

registration of online components. Introduce 

SENA assignments 

Read this document 

Orientation assignment 

2 
Topic 1: 

My Introduction 

Weekly Reading Activity, Writing Activity, 

Language training activity 

Topic 1 Preview  

Writing Assignment  

3 
Topic 1: 

My Introduction Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 1 Review   

Writing Assignment 

4 
Topic 2: 

My Place (hometown) 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 2 Preview  

Writing Assignment  

5 
Topic 2: 

My Place (hometown) Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 2 Review   

Writing Assignment 

6 
Topic 3: 

Events in Our Lives 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 3 Preview   

Writing Assignment  

7 
Topic 3: 

Events in Our Lives Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 3 Review   

Writing Assignment 

8 
Topic 4: 

Future Plans  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

9 
Topic 4: 

Future Plans Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

10 
Topic 5: 

Open Discussion  

Weekly Reading Activity, Writing Activity 

Language training activity 

Topic 4 Preview   

Writing Assignment 

11 
Topic 5 

Open Discussion Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 

Activity, Work on Draft Poster, Language training 

activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Poster Preparation 

12 Draft Poster Work 
Weekly Reading Activity, Work on Draft Poster 

Language training activity 

Topic 4 Review   

Writing Assignment 

Poster Preparation 

13 Final Poster Work 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, Work 

on Final Poster, Language training activity 
Poster Preparation 

14 Final Poster Work 
Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, Work 

on Final Poster, Language training activity 
Poster Preparation 

15 Final Poster Presentation Final Poster Presentations 
Final Presentation 

Preparations 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠＡ（薬学科）(AC111) 担当教員 ※Monica Jackson 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  開講年次・時期 1年・前期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  

アクティ

ブ 

ラーニン

グ 

の 類 型 

 This is a four-skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics will focus 
on communication in a global society and students’ major area of study on the basis of students’ 
preparation for each lesson.  
英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグローバル社会にお

けるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、リーディング力とライティング

力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    
情報収集、分析力    

コミュニケーション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics and 
experiences at a starting level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at a starting level. 
【初級レベル】 
・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 
・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments  
 
Projects / 
tests 

30% 
 

40% 

協働・課題解決力    

多様性理解力 

・Students will be able to communicate in English about topics 
that are relevant to their everyday life and future goals. 
・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュニケーシ

ョンをとることができる。 

In-class 

engagement 
30% 

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   

Students will be evaluated on reading and writing assignments inside and outside of class. They will be evaluated 
on completion and application of skills learned in class. Students will also be evaluated on major assessments meant 
to determine if they have achieved the aims of the course. Students will be given feedback both in-person and 
through online grading for each quiz and assignment. 

授 業 の 概 要 

Students will study a variety of common subject matters and practice the grammar and vocabulary skills necessary 
to communicate on these subjects. Students will read and write about topics related to everyday life and the world 
around them inside and outside of class. Students will complete writing assignments in order to improve writing 
fluency. Furthermore, students will complete major assessment projects related to the writing assignments to 
improve their ability to apply the skills they have acquired. Reading and writing topics are subject to change by 
the instructor. この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、45分とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書： Xreading VL, XLearning Systems – 6 month license (ISBN: 9784865390698);  
NIU Reading and Writing Booklet; additional materials provided by the teacher. 
参考書： Any Japanese-English dictionary will suffice. 
指定図書：English Grammar in Use, Murphy, R. Cambridge University Press, 2012  



授業外における学修及び学生に期待すること 

Students will be expected to pre-read materials before class and review materials after class. Students will also be 
expected to complete homework and projects at home. Students will also receive extra assistance after class if they 
request it. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  Introductions, syllabus explanation, registration 
of online components. Introduce assignments 

Read this 
document 
Orientation 
assignment 

2 Orientation - Xreading Learn about Xreading in-depth. Complete a 
reading assignment in class.  

Review  
Xreading 

3 Topic 1: My Introduction Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 1 
Writing 
Assignment 

4 Topic 1: My Introduction- 
Revision  

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 1 
Writing 
Assignment 

5 Topic 1a: Getting to Know 
You 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 1a 
Writing 
Assignment 

6 Topic 1a: Getting to Know 
You - Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 1a 
Writing 
Assignment 

7 Topic 2: Hometowns Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 2 
Writing 
Assignment 

8 Topics 2: Hometowns - 
Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 2 
Writing 
Assignment 

9 Topic 3: Favorite Foods Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 3 
Writing 
Assignment 

10 Topic 3: Favorite Foods - 
Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 3 
Writing 
Assignment 

11 Topic 4: Life Events Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 4 
Writing 
Assignment 

12 Topic 4: Life Events - 
Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity 
Language training activity 

Review Topic 4 
Writing 
Assignment 

13 Special Topic 1 Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Special  Topic 1 
Writing 
Assignment 

14 Special Topic 2 Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Special Topic 2 
Writing 
Assignment 

15 Review / Final Interview Review materials from the course; Final interview 
with the teacher 

Final Interview 
Preparation 

 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠＡ（薬学科）(AC111) 担当教員 川上 直彦 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  開講年次・時期 1年・前期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

 This is a four skills course that focuses mainly on English reading and writing skills. Topics will 
focus on communication in a global society and students’ major area of study on the basis of 
students’ preparation for each lesson. 
 英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。IA のトピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグローバル

社会におけるコミュニケーションに関するものを取り扱い、学生が予習をしていることを前提に、リーディング力とラ

イティング力に主に焦点を当てた授業を行う。 

①② 

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    

情報収集、 
分析力 

   

コミュニケー

ション力 

・Students will be able to read and write about familiar topics and 
experiences at a starting level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at a starting level 
【初級レベル】 
・身近な話題や経験について、読んだり書いたりすることができる。 
・英語の読み書きの際に、英語の構造を活用することができる。 

Assignments 
 
Projects / tests 

30% 
 

40% 

協働・課題解

決力 
   

多様性理解力 
・Students will be able to communicate in English about topics 
that are relevant to their everyday life and future goals. 
・日常の生活や将来の目標に関するトピックについて英語でコミュニケーシ

ョンをとることができる。 

In-class 
engagement 30% 

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   

Students are expected to actively attend all classes. Homework is required to be completed by dates specified by 
the instructor. Mini examinations are reading and writing-based tests with a focus on grammar and vocabulary. 
The feedback of homework and mini examinations are given through Manaba. First class attendance is a 
prerequisite for understanding.  

授 業 の 概 要 

Course focus is to develop confidence and competence in reading and writing skills of English at a starting level. 
Students will read and write about a wider array of topics related to everyday life and the world around them 
inside and outside class. Reading and writing activities and pair / group work will help students to build and 
improve English reading and writing skills. One-to-one instructor to student assistance will be given whenever 
possible. この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、45分とする。 

教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：CUTTING EDGE Pre-intermediate Student’s Book (Third Edition), Pearson/ Longman Publishing 
参考書：なし 

指定図書：CUTTING EDGE Pre-intermediate Student’s Book (Third Edition), Pearson/ Longman Publishing 
 



授業外における学修及び学生に期待すること 

Students are expected to pre-read chapters before class and to follow-up review after each lesson. Students are 
also expected to complete homework on time and to study for all tests outside of class. Students may request 
additional assistance if needed from the instructor. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Welcome Introduction, explanation of syllabus and warm up 
(a test and/or other) 

Read this syllabus & 
review 

2 
Unit 1:  
Leisure and Sport 

Leisure activities 
Sports and games 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 1 

3 
Unit 1:  
Leisure and Sport 

Leisure activities 
Sports and games 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 2 

4 
Unit 1:  
Leisure and Sport 

Leisure activities 
Sports and games 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 4 

5 Unit 2: Firsts and Lasts 
Time phases 
Words to describe feelings 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 5 

6 Unit 2: Firsts and Lasts 
Time phases 
Words to describe feelings 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 6 

7 Unit 2: Firsts and Lasts 
Time phases 
Words to describe feelings 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 7 

8 Unit 3: Work and Rest 
Daily routines 
Jobs 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 8 

9 Unit 3: Work and Rest 
Daily routines 
Jobs 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 9 

10 Unit 3: Work and Rest 
Daily routines 
Jobs 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 10 

11 Unit 4: Special Days 
Verb phrases for special days 
Descriptive adjectives 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 11 

12 Unit 4: Special Days 
Verb phrases for special days 
Descriptive adjectives 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 12 

13 Unit 4: Special Days 
Verb phrases for special days 
Descriptive adjectives 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 13 

14 Unit 5: Your Look 
Physical appearance 
Parts of the body 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 13 

15 Unit 5: Your Look 
Physical appearance 
Parts of the body 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 14 
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