
授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅡＡ（国際観光）(AC113) 担当教員 ※綱 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・後期 クラス Advanced 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

  A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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実施する。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。課題として、英語

で書かれた記事の要約や感想を書く。また、授業中には音読を必ず行う。 

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：TOEIC Test Basics Checkbook 1 （南雲堂）  

参考書：英辞郎 on the WEB 

指定図書：TOEIC Test Basics Checkbook 1 （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、復習 

2 Unit 1 Around the Campus キャンパスに関する表現を学ぶ 
Unit 1 の予習、 

 復習 

3 

Unit 2 Making New Friends 

Unit 3 Getting to and from 

College 

初対面に関する表現を学ぶ 

            

Unit2, 3 の予習、 

復習 

 

4 

Unit 4 Using the Library 

Unit 5 A Break in the 

Cafeteria 

図書館、カフェテリアに関する表現を学ぶ 
Unit4, 5 の予習、 

復習 

5 
Unit 6 Environmental 

Problems 
環境問題に関する表現を学ぶ 

Unit 6 の予習 

復習 

6 
Unit 7 Overseas Students 

Unit 8 Family Matters 
留学生、家族に関する表現を学ぶ 

Unit 7, 8 の予習、 

復習 

7 
Unit9 Part-time Jobs 

Unit 10 The Weather 
アルバイト、天候に関する表現を学ぶ 

Unit 9, 10 の予習、 

復習 

8 中間テスト 中間テストを行う 中間テストの準備学修 

9 

Unit 11 Talking on the 

Telephone 

Unit 12 Party Tim 

電話、パーティーに関する表現を学ぶ 
Unit 11,12 の予習、 

復習 

10 Unit 13 At the Beauty Parlor 美容院に関する表現を学ぶ 
Unit 13 の予習、 

復習 

11 
Unit 14 Shopping 

Unit15 At the Museum of Art 
ショッピング、美術館に関する表現を学ぶ 

Unit 14, 15 の予習、 

復習 

12 Unit 16 Taking a Taxi タクシーに関する表現を学ぶ 
Unit 16 の予習、 

復習 

13 
Unit 17 On a Date 

Unit 18 On the Weekend 
デート、週末に関する表現を学ぶ 

Unit 17, 18 の予習、 

復習 

14 
Unit 19 In Class 

Unit 20 Planning a Trip 
授業、旅行に関する表現を学ぶ 

Unit 19, 20 の予習 

復習 

15 まとめ 今学期のまとめを行う テキスト全体の復習 

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 IIＡ（国際観光）(AC113) 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・後期 クラス Standard 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

 A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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. Note: Topics are subject to change before the start of this class. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  
Introductions, syllabus explanation, registration 
of online components. Introduce vocabulary 
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 5 Preview   
Writing Assignment 

11 Topic 5 
Open Discussion Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity, 
Work on Book Report, Language training activity 

Topic 5 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 

12 1st Book Report Weekly Reading Activity, Work on Book Report 
Language training activity 

Topic 5 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 1 

13 2nd Book Report 
Weekly Reading Activity, Check Book Report, 
Book Report Discussion, Language training 
activity 

Book Report Writing 2 

14 3rd Book Report Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, 
Work on Final Poster, Language training activity Book Report Writing 3 

15 Book Report Presentations Final Book Report Presentations Final Preparations 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習 IIＡ（国際観光学科）(AC113) 担当教員 Brendan Van Deusen 

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・後期 クラス standard 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

   A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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) 
         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. Note: Topics are subject to change before the start of this class. 

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 Book Report, Language training activity 

Topic 4 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 

12 1st Book Report Weekly Reading Activity, Work on Book Report 
Language training activity 

Topic 4 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 1 

13 2nd Book Report 
Weekly Reading Activity, Check Book Report, 
Book Report Discussion, Language training 
activity 

Book Report Writing 2 

14 3rd Book Report Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, 
Work on Final Poster, Language training activity Book Report Writing 3 

15 Book Report Presentations Final Book Report Presentations Final Preparations 

 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習 IIＡ（国際観光）(AC113) 担当教員 Thom 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・後期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

 A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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. Note: Topics are subject to change before the start of this class. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  
Introductions, syllabus explanation, registration 
of online components. Introduce vocabulary 
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 Book Report, Language training activity 

Topic 4 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 

12 1st Book Report Weekly Reading Activity, Work on Book Report 
Language training activity 

Topic 4 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 1 

13 2nd Book Report 
Weekly Reading Activity, Check Book Report, 
Book Report Discussion, Language training 
activity 

Book Report Writing 2 

14 3rd Book Report Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, 
Work on Final Poster, Language training activity Book Report Writing 3 

15 Book Report Presentations Final Book Report Presentations Final Preparations 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅡＡ（国際観光）(AC113) 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・後期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

  A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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   

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２０％、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％、Students must also take the CASEC test (10%).  CASEC の試験は成績の１

０％で評価をする。課題は、コメントを載せて受講生に返却。 

授 業 の 概 要 

グローバル社会における国際観光の分野で必要な英語コミュニケーション力の強化を図る。「国際観光」に関するトピ

ックを通して、基本的な専門用語、文法、フレーズなどの多様な演習問題を行うことにより、学習者の４技能（聴くこ

と・読むこと・書くこと・話すこと）向上を目的とする。本授業のねらいは３つある。①英語力全般を向上させる。特

に、文法力を鍛える。②「国際観光」に関連する文章の英語を、辞書などで調べながら、書けるようになるための基礎

力をつける。③「国際観光」を中心とした英文を幅広く読めるようになる。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：『おもてなしの観光英語』 木戸美幸、キャロリン・ライト、河原俊昭、徳地慎二 著、 

三修社：ISBN 9784384334548 

参考書：『ここで差がつく英文ライティングの技術』 鈴木健士 著、テイエス企画：ISBN 9784887842090 

指定図書：『改訂版 和英：日本の文化・観光・歴史辞典』 山口百々男 編著、三修社：ISBN 9784384051834 

 



授業外における学修及び学生に期待すること 

このコースでは、国際観光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、観光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、「観光英語」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。 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
「観光英語： 

 文化」 

概要説明と英語教授法「タスク」とは？ 

実用的な英語を学ぶ（１） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「基本文型」 

予習：シラバスとテキストの

確認 

復習：Ch.1 の演習 

2 
「観光英語： 

 文化」 

実用的な英語を学ぶ（２） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「品詞」 

予習：Ch.2 

復習：Ch.2 の演習と課題 

3 
「観光英語： 

 文化」 

実用的な英語を学ぶ（３） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「名詞」 

予習：Ch.3 

復習：Ch.3 の演習と課題 

4 
「観光英語： 

 文化」 

実用的な英語を学ぶ（４） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「動詞」 

予習：Ch.4 

復習：Ch.4 の演習と課題 

5 
「観光英語： 

 文化」 

実用的な英語を学ぶ（５） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

クイズ（第１回） 

課題：ライティング「形容詞」 

予習：Ch.5 と 

クイズ（Ch. １～４） 

復習：Ch.5 の演習と課題 

6 
「観光英語： 

 地域」 

実用的な英語を学ぶ（６） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「副詞」 

予習：Ch.6 

復習：Ch.6 の演習と課題 

7 
「観光英語： 

 地域」 

実用的な英語を学ぶ（７） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「接続詞」 

予習：Ch.7 

復習：Ch.7 の演習と課題 

8 
「観光英語： 

 地域」 

実用的な英語を学ぶ（８） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「助動詞」 

予習：Ch.8 

復習：Ch.8 の演習と課題 

9 
「観光英語： 

 地域」 

実用的な英語を学ぶ（９） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「関係副詞」 

予習：Ch.9 

復習：Ch.9 の演習と課題 

10 
「観光英語： 

 地域」 

実用的な英語を学ぶ（１０） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

クイズ（第２回） 

課題：ライティング「関係代名詞」 

予習：Ch.10 と 

クイズ(Ch.５～９) 

復習：Ch.10 の演習と課題 

11 
「観光英語： 

 交流」 

実用的な英語を学ぶ（１１） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「強調表現」 

予習：Ch.11 

復習：Ch.11 の演習と課題 

12 
「観光英語： 

 交流」 

実用的な英語を学ぶ（１２） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「分詞構文」 

予習：Ch.12 

復習：Ch.12 の演習と課題 

13 
「観光英語： 

 交流」 

実用的な英語を学ぶ（１３） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「省略」 

予習：Ch.13 

復習：Ch.13 の演習と課題 

14 
「観光英語： 

 交流」 

実用的な英語を学ぶ（１４） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

課題：ライティング「仮主語構文」 

予習：Ch.14 

復習：Ch.14 の演習と課題 

15 
「観光英語： 

 交流」 

実用的な英語を学ぶ（１５） 

演習：リーディング、リスニング、語彙、英作文 

クイズ（第３回） 

課題：ライティング「仮主語構文」 

予習：Ch.15 と 

クイズ(Ch. １０～１４) 

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ⅡＡ（国際観光）(AC113) 担当教員 新藤 照夫 

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・後期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

  A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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   

・オンライン課題や提出物の課題を課し、その内容を評価する。(30%) 

・Project または筆記試験／オンライン随時試験にて文法や語彙の習得、理解状況について評価する。(40%) 

・授業時の学修状況や活動状況を評価する。（20%） 

・課題等に対して、ポートフォリオおよび授業時にフィードバックを行う。 

・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、英語でのコミュニケーションに必要な 4技能の中でも、基本的な文法や語彙の再確認および定着を

図ることを目的としている。授業の展開としては、ペアワークやグループワークを通じて、主にリーディングやライ

ティングの演習を行い、英語による情報収集や意思伝達の基礎の定着を目指す。 

 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 Booster!』Robert Hickling / 市川泰弘（著）金星堂 

参考書：『ワード・バイ・ワード イラスト辞典』Steven J. Molinsky/Bill Bliss（著）ピアソンエデュケーション 

指定図書：『English Booster!』Robert Hickling / 市川泰弘（著）金星堂 

授業外における学修及び学生に期待すること 

・授業では、遅刻、無断欠席、途中退室などない積極的な参加を強く求めていく。 

・授業前にはダウンロードした音声にて必ず予習を行い、授業後には各回の重要事項やキーワードを復習すること。 

・辞書(電子辞書可)を持参の上、授業に臨むこと。 

 



回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 オリエンテーション 
授業の進め方、評価方法、英語の学修法についての説
明 

・シラバスの確認 
・学修計画の立案 

2 
Unit 1  
On My Way to Silicon Valley 

「現在時制 / Travel」に関する文法・語彙の学修・
リーディング・ライティング・リスニング 

・Unit 1 の予習 
・Unit 1 の復習 
Review Test の解答 

3 
Unit 2  

Welcome to San Francisco 

「代名詞 / Homestay English」に関する語彙の文法・
語彙の学修・リーディング・ライティング・リスニン
グ 

・Unit 2の予習 
・Unit 2の復習 
Review Test の解答 

4 
Unit 3  

First Day of Internship 

「前置詞（時・場所）/ At a company」に関する文法・
語彙の学修・リーディング・ライティング・リスニン
グ 

・Unit 3 の予習 
・Unit 3 の復習 
Review Test の解答 

5 
Unit 4  

Fun Times, but ... 
「過去時制 / Entertainment」に関する文法・語彙の
学修・リーディング・ライティング・リスニング 

・Unit 4の予習 
・Unit 4の復習 
Review Test の解答 

6 
Unit 5  

They Look Good on You 
「可算・不可算名詞 / Shopping」に関する文法・語
彙の学修・リーディング・ライティング・リスニング 

・Unit 5の予習 
・Unit 5の復習 
Review Test の解答 
課題①の提出 

7 
Unit 6  

Tech Talk 
「Wh 疑問文 / Technology」に関する文法・語彙の学
修・リーディング・ライティング・リスニング 

・Unit 6の予習 
・Unit 6の復習 
Review Test の解答 

8 
Unit 7  

You’re Sitting on It ... 
「進行形 / Daily life」に関する文法・語彙の学修・
リーディング・ライティング・リスニング 

・Unit 7の予習 
・Unit 7の復習 
Review Test の解答 

9 
Unit 8  

Going Green 
「助動詞 / Environment」に関する文法・語彙の学
修・リーディング・ライティング・リスニング 

・Unit 8の予習 
・Unit 8の復習 
Review Test の解答 

10 
Unit 9  

Time to Work 

「Will & Be going to / Employment」に関する文法・
語彙の学修・リーディング・ライティング・リスニン
グ 

・Unit 9の予習 
・Unit 9の復習 
Review Test の解答 
課題②の提出 

11 
Unit 10  

Know Your Business 

「比較級＆最上級 / Sales & Marketing」に関する文
法・語彙の学修・リーディング・ライティング・リス
ニング 

・Unit 10 の予習 
・Unit 10 の復習 
Review Test の解答 

12 
Unit 11  

The Job Interview 
「現在完了 / Job interview」に関する文法・語彙の
学修・リーディング・ライティング・リスニング 

・Unit 11 の予習 
・Unit 11 の復習 
Review Test の解答 

13 

Unit 12  

Is Your Company Right for 

You? 

「接続詞 / Company culture」に関する文法・語彙の
学修・リーディング・ライティング・リスニング 

・Unit 12の予習 
・Unit 12の復習 
Review Test の解答 

14 
Unit 13  

Email Matters 
「動名詞＆不定詞 / Email」に関する文法・語彙の学
修・リーディング・ライティング・リスニング 

・Unit 13 の予習 
・Unit 13 の復習 
Review Test の解答 

15 Review 学修した文法と語彙の総復習 
・各 Unit の疑問点の確認 
・各 Unit の総復習 

16 定期試験／プロジェクト  筆記試験（随時試験）またはプロジェクト 
試験またはプロジェクト
の準備学修 

 



授業科目 

(ナンバリング) 
英語演習ⅡA（社会福祉）(AC113) 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・後期 クラス Standard 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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: What do you do 
on weekends? 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 1a 
Writing Assignment 

6 Topic 1a: What do you do 
on weekends? - Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 
Activity 
Language training activity 

Review Topic 1a 
Writing Assignment 

7 Topic 2: What’s your 
dream? 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 2 
Writing Assignment 

8 Topics 2: What’s your 
dream? - Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 
Activity 
Language training activity 

Review Topic 2 
Writing Assignment 

9 Topic 3: What did you do 
on your last vacation? 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 3 
Writing Assignment 

10 
Topic 3: What did you do 
on your last vacation? - 
Revision 

Weekly Reading Activity, Revise Writing 
Activity 
Language training activity 

Review Topic 3 
Writing Assignment 

11 Topic 4: Let’s talk about 
experiences 

Weekly Reading Activity, Writing Activity 
Language training activity 

Preview Topic 4 
Writing Assignment 

12 Topic 4: Let’s talk about 
experiences - 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ⅡＡ（社会福祉）(AC113) 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・後期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

  A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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 

英語で書かれた保健・医療・福祉に関する文章を読める力を身に付けることを目指し、英語力全般を向上させることが

本授業の目的である。特に、テキスト演習を通して、文法を復習し、また、仕事の場で使われる英語表現や福祉関連の

出来事などの英語の文章に慣れる。単語力を向上させ、英語を「書く力」と「読む力」の基礎力をつける。 

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：『英語で学ぶ福祉と社会』 中野陽子、福居誠二、表谷純子、Ayed Hasian著、朝日出版社:ISBN 9784255155807 

参考書：『英文「超」精読-ほんとうの意味がわかる』 冨岡英敬 著、テイエス企画：ISBN 9784887842342 

指定図書：『介護職・福祉職のための医学用語辞典』 大森正英著、中央法規出版：ISBN 978-4805839287 

授業外における学修及び学生に期待すること 

このコースでは、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。本授業の

ねらいは３つある。①英語力全般を向上させる。特に、文法力を鍛える。②保健医療福祉に関連する文章の英語を、辞書などで調べな

がら、書けるようになるための基礎力をつける。③社会福祉」を中心とした英文を幅広く読めるようになる。 



回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
「福祉と社会： 

 福祉について」 

概要説明と英語教授法「タスク」とは？ 

福祉英語（１） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「基本文型」（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 
「福祉と社会： 

 高齢者」 

福祉英語（２） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「名詞」（ライティング） 

予習：Ch.2 

復習：Ch.2 の演習と課題 

3 
「福祉と社会： 

 成長とスポーツ」 

福祉英語（３） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「品詞」（ライティング） 

予習：Ch.3 

復習：Ch.3 の演習と課題 

4 
「福祉と社会： 

 カウンセリング」 

福祉英語（４） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「形容詞」（ライティング） 

予習：Ch.4 

復習：Ch.4 の演習と課題 

5 
「福祉と社会： 

 虐待」 

福祉英語（５） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

クイズ（第１回） 

課題：「動詞」（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 
「福祉と社会： 

 被爆者」 

福祉英語（６） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「副詞」（ライティング） 

予習：Ch.6 

復習：Ch.6 の演習と課題 

7 
「福祉と社会： 

 トレーニングと企業」 

福祉英語（７） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「接続詞」（ライティング） 

予習：Ch.7 

復習：Ch.7 の演習と課題 

8 
「福祉と社会： 

 トレーニングと企業」 

福祉英語（８） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「前置詞」（ライティング） 

予習：Ch.8 

復習：Ch.8 の演習と課題 

9 
「福祉と社会： 

 世界」 

福祉英語（９） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「助動詞」（ライティング） 

予習：Ch.9 

復習：Ch.9 の演習と課題 

10 
「福祉と社会： 

 世界」 

福祉英語（１０） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

クイズ（第２回） 

課題：「関係代名詞」（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 
「福祉と社会： 

 世界」 

福祉英語（１１） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「同格」（ライティング） 

予習：Ch.11 

復習：Ch.11 の演習と課題 

12 
「福祉と社会： 

 行政」 

福祉英語（１２） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「強調表現」（ライティング） 

予習：Ch.12 

復習：Ch.12 の演習と課題 

13 
「福祉と社会： 

 光と影」 

福祉英語（１３） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「分詞構文」（ライティング） 

予習：Ch.13 

復習：Ch.13 の演習と課題 

14 
「福祉と社会： 

 トラウマ」 

福祉英語（１４） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

課題：「関係副詞」（ライティング） 

予習：Ch.14 

復習：Ch.14 の演習と課題 

15 
「福祉と社会： 

 まとめ」 

福祉英語（１５） 

演習：語彙、英文法、リーディング、英作文 

クイズ（第３回） 

課題：「省略」（ライティング） 

予習：Ch.15 と 

クイズ(Ch. １０～１４) 

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 IIＡ（健康栄養）(AC113) 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・後期 クラス Standard 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

 A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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) 
         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. Note: Topics are subject to change before the start of this class. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation  
Introductions, syllabus explanation, registration 
of online components. Introduce vocabulary 
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 5 Preview   
Writing Assignment 

11 Topic 5 
Open Discussion Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity, 
Work on Book Report, Language training activity 

Topic 5 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 

12 1st Book Report Weekly Reading Activity, Work on Book Report 
Language training activity 

Topic 5 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 1 

13 2nd Book Report 
Weekly Reading Activity, Check Book Report, 
Book Report Discussion, Language training 
activity 

Book Report Writing 2 

14 3rd Book Report Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, 
Work on Final Poster, Language training activity Book Report Writing 3 

15 Book Report Presentations Final Book Report Presentations Final Preparations 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅡＡ（健康栄養）(AC113) 担当教員 ※綱 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・後期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

  A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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   

8 回目に中間テストを実施する。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。課題として、英語で

書かれた記事の要約や感想を書く。授業中には音読を必ず行う。 

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：Grammar Clinic （南雲堂）  

参考書：英辞郎 on the WEB 

指定図書：Grammar Clinic（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、復習 

2 Unit 1 一般動詞（1）   一般動詞の使い方について学ぶ 

Unit 1 の予習 

復習 

3 Unit 2 一般動詞（2） 一般動詞の使い方について学ぶ 

Unit 2 の予習 

復習           

 

4 
Unit 3 疑問詞 

Unit 4 時制(1) 
疑問詞、時制の使い方について学ぶ 

Unit 3，4 の予習 

復習 

5 
Unit 5 時制(2) 

Unit 6 さまざまな文 
時制、さまざまな文の使い方について学ぶ 

Unit 5, 6 の予習 

復習 

6 
Unit 7 助動詞 

Unit 8 文型(1) 
助動詞の使い方、文型について学ぶ 

Unit 7, 8 の予習 

復習 

7 
Unit 9 文型(2) 

Unit 10 受動態 
文型について、また、受動態の使い方について学ぶ 

Unit 9, 10 の予習 

復習 

 

8 中間テスト 中間テストを行う 

中間テストの準備学修 

9 
Unit 11 時制と受動態のまとめ 

Unit 12 不定詞(1) 
時制と受動態についてのまとめを行い、不定詞の使い方に

ついて学ぶ 

Unit 11, 12 の予習 

復習 

 

10 
Unit 13 不定詞(2) 

Unit 14 動名詞 
不定詞と動名詞の使い方について学ぶ 

Unit 13. 14 の予習 

復習 

11 
Unit 15 分詞(1) 

Unit 16 分詞(2) 
分詞の使い方について学ぶ 

Unit 15, 16 の予習 

復習 

12 
Unit 17 接続詞(1) 

Unit 18 接続詞(2) 
接続詞の使い方について学ぶ 

Unit 17, 18 の予習 

復習 

13 
Unit 19 比較(1) 

Unit 20 比較(2) 
比較表現について学ぶ 

Unit 19, 20 の予習 

復習 

14 
Unit 21 関係詞(1) 

Unit 22 関係詞(2) 
関係詞の使い方について学ぶ 

Unit 21, 22 の予習 

復習 

15 まとめ 今学期のまとめを行う テキスト全体の復習 

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ⅡＡ（薬）(AC113) 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・後期 クラス Advanced  

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

  A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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４

０％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 

グローバル社会における薬学の分野で必要な英語コミュニケーション力の強化を図る。「薬学」に関するトピックを通して、基本的な

専門用語、文法、フレーズなどの多様な演習問題を行うことにより、学習者の４技能（聴くこと・読むこと・書くこと・話すこと）向

上を目的とする。本授業のねらいは３つある。①英語力全般を向上させる。特に、文法力と読解力を鍛える。②「薬学」に関連する文

章の英語を、辞書などで調べながら、書けるようになるための基礎力をつける。③「薬学」を中心とした英文を幅広く読めるようにな

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：『薬学生のための英語２』 日本薬学英語研究会著、成美堂：ISBN 9784791971947              

参考書：『薬学英語の練習帳：OTC 医薬品の服薬指導に役立つ英語表現』 大澤聡子 宮田学 著、萌文書林：ISBN 9784893472441 

指定図書：『薬学英語基本用語用例集』 瀬谷幸男 他著、南雲堂：ISBN 9784523265566（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 

このコースでは、薬学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、薬学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、「薬学英語」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。 



回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
「薬学英語： 

コミュニケーション」 

概要説明と英語教授法「タスク」とは？ 

薬学のための英語（１） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（品詞） 

予習：シラバスとテキストの

確認 

復習：Ch.1 の演習 

2 
「薬学英語： 

 助言」 

薬学のための英語（２） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、再作文 

課題：類義語、英作文（名詞） 

予習：Ch.2 

復習：Ch.2 の演習と課題 

3 
「薬学英語： 

 ガイドライン」 

薬学のための英語（３） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（形容詞） 

予習：Ch.3 

復習：Ch.3 の演習と課題 

4 
「薬学英語： 

 人体への影響」 

薬学のための英語（４） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（動詞） 

予習：Ch.4 

復習：Ch.4 の演習と課題 

5 
「薬学英語： 

 疾病」 

薬学のための英語（５） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

      クイズ（第１回） 

課題：類義語、英作文（副詞） 

予習：Ch.5 と 

クイズ（Ch. 1～4） 

復習：Ch.5 の演習と課題 

6 
「薬学英語： 

 微生物」 

薬学のための英語（６） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（接続詞） 

予習：Ch.6 

復習：Ch.6 の演習と課題 

7 
「薬学英語： 

 病原菌」 

薬学のための英語（７） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（前置詞） 

予習：Ch.7 

復習：Ch.7 の演習と課題 

8 
「薬学英語： 

 健康への影響」 

薬学のための英語（８） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（助動詞） 

予習：Ch.8 

復習：Ch.8 の演習と課題 

9 
「薬学英語： 

 パーキンソン病」 

薬学のための英語（９） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（関係代名詞） 

予習：Ch.9 

復習：Ch.9 の演習と課題 

10 
「薬学英語： 

 関節リウマチ」 

薬学のための英語（１０） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

   クイズ（第２回） 

課題：類義語、英作文（基本文型） 

予習：Ch.10 と 

クイズ(Ch.5～9) 

復習：Ch.10 の演習と課題 

11 
「薬学英語： 

 心臓病」 

薬学のための英語（１１） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（主語） 

予習：Ch.11 

復習：Ch.11 の演習と課題 

12 
「薬学英語： 

 糖尿病」 

薬学のための英語（１２） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（同格） 

予習：Ch.12 

復習：Ch.12 の演習と課題 

13 
「薬学英語： 

 皮膚の疾患」 

薬学のための英語（１３） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（強調表現） 

予習：Ch.13 

復習：Ch.13 の演習と課題 

14 
「薬学英語： 

 抗菌薬耐性」 

薬学のための英語（１４） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

課題：類義語、英作文（分詞構文） 

予習：Ch.14 

復習：Ch.14 の演習と課題 

15 
「薬学英語： 

 学術研究」 

薬学のための英語（１５） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

   クイズ（第３回） 

課題：類義語、英作文（省略） 

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ⅡＡ（薬）(AC113) 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・後期 クラス Standard 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

  A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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４

０％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 

グローバル社会における薬学の分野で必要な英語コミュニケーション力の強化を図る。「薬学」に関するトピックを通して、基本的な

専門用語、文法、フレーズなどの多様な演習問題を行うことにより、学習者の４技能（聴くこと・読むこと・書くこと・話すこと）向

上を目的とする。本講座のねらいは３つある。①英語力全般を向上させる。特に、文法力と読解力を鍛える。②「薬学」に関連する文

章の英語を、辞書などで調べながら、書けるようになるための基礎力をつける。③「薬学」を中心とした英文を幅広く読めるようにな

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：『薬学生のための英語１』 日本薬学英語研究会 著、成美堂：ISBN 9784791950997             

参考書：『実務文書で学ぶ薬学英語（医学英語シリーズ４）』 野口ジュディー、長谷川隆一、岡村昇、丁元鎮 著、 
アルク：ISBN 9784757414570  

指定図書：『薬学生・薬剤師のための英会話ハンドブック』 原博、渡辺朋子、Eric M. Skier 著、東京化学同人：ISBN 9784807908530 

授業外における学修及び学生に期待すること 

このコースでは、薬学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、薬学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、「薬学英語」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。 

 

 



回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
「薬学英語： 

 コミュニケーション」 

概要説明と英語教授法「タスク」とは？ 

薬学のための英語（１） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（動名詞） 

予習：シラバスとテキストの

確認 

復習：Ch.1 の演習 

2 
「薬学英語： 

 倫理と使命」 

薬学のための英語（２） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、再作文 

課題：類義語 課題：英作文（不定詞） 

予習：Ch.2 

復習：Ch.2 の演習と課題 

3 
「薬学英語： 

 人と社会」 

薬学のための英語（３） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（前置詞） 

予習：Ch.3 

復習：Ch.3 の演習と課題 

4 
「薬学英語： 

 生体分子」 

薬学のための英語（４） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（過去分詞） 

予習：Ch.4 

復習：Ch.4 の演習と課題 

5 
「薬学英語： 

 生命現象」 

薬学のための英語（５） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、翻訳、英作文 

      クイズ（第１回） 

課題：類義語 課題：英作文（前置詞） 

予習：Ch.5 と 

クイズ（Ch. 1～4） 

復習：Ch.5 の演習と課題 

6 
「薬学英語： 

 生体防御」 

薬学のための英語（６） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（形容詞） 

予習：Ch.6 

復習：Ch.6 の演習と課題 

7 
「薬学英語： 

 健康」 

薬学のための英語（７） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（副詞） 

予習：Ch.7 

復習：Ch.7 の演習と課題 

8 
「薬学英語： 

 環境」 

薬学のための英語（８） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語課題：英作文（接続詞） 

予習：Ch.8 

復習：Ch.8 の演習と課題 

9 
「薬学英語： 

 神経」 

薬学のための英語（９） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（that の使い方） 

予習：Ch.9 

復習：Ch.9 の演習と課題 

10 
「薬学英語： 

 免疫とアレルギー」 

薬学のための英語（１０） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

   クイズ（第２回） 

課題：類義語 課題：英作文（助動詞） 

予習：Ch.10 と 

クイズ(Ch.5～9) 

復習：Ch.10 の演習と課題 

11 
「薬学英語： 

 循環器」 

薬学のための英語（１１） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（助動詞） 

予習：Ch.11 

復習：Ch.11 の演習と課題 

12 
「薬学英語： 

 呼吸器と消化器」 

薬学のための英語（１２） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（数の英語） 

予習：Ch.12 

復習：Ch.12 の演習と課題 

13 
「薬学英語： 

 代謝と内分泌」 

薬学のための英語（１３） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（アカデミックライティング） 

予習：Ch.13 

復習：Ch.13 の演習と課題 

14 
「薬学英語： 

 皮膚」 

薬学のための英語（１４） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

課題：類義語 課題：英作文（比較） 

予習：Ch.14 

復習：Ch.14 の演習と課題 

15 
「薬学英語： 

 感染症と悪性新生物」 

薬学のための英語（１５） 

演習：読解、語彙、英文法、リスニング、英作文 

   クイズ（第３回） 

課題：類義語 課題：英作文（比較） 

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ⅡＡ（薬学科）(AC113) 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・後期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

  A continuation of English IA, 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ⅠA に引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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 an improving 
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 6: Going Away Going on holiday and Describing holidays 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review 
Assignment 1  

3 Unit 6: Going Away Going on holiday and Describing holidays 2 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 2 

4 Unit 6: Going Away Going on holiday and Describing holidays 3 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 3 

5 Unit 7: Success Verb Phrases about ambitions and The internet 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 4 

6 Unit 7: Success Verb Phrases about ambitions and The internet 2 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 5 

7 Unit 7: Success Verb Phrases about ambitions and The internet 3 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 6 

8 Unit 8: Places to Live City life and Geographical features 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 7 

9 Unit 8: Places to Live City life and Geographical features 2 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 8 

10 Unit 8: Places to Live City life and Geographical features 3 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 9 

11 Unit 9: Old and New 
Modern equipment and Adjectives for describing 
places 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 10 

12 Unit 9: Old and New 
Modern equipment and Adjectives for describing 
places 2 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 11 

13 Unit 9: Old and New 
Modern equipment and Adjectives for describing 
places 3 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 12 

14 Unit 10: Take Care Accident and injuries and Feeling ill 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 13 

15 Unit 10: Take Care Accident and injuries and Feeling ill 2 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 14 

 



授業科目 

（ナンバリング） 
英語演習 IIＡ（薬学科）(AC113) 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・後期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  
アクティブ 
ラーニング 
の 類 型 

   A continuation of English IA, 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ⅠAに引き続き、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 an improving level. 
・Students will be able to use the mechanics of English reading 
and writing at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・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) 
         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. Note: Topics are subject to change before the start of this class. 



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 5 Preview   
Writing Assignment 

11 Topic 5 
Open Discussion Cont. 

Weekly Reading Activity, Revise Writing Activity, 
Work on Book Report, Language training activity 

Topic 5 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 

12 1st Book Report Weekly Reading Activity, Work on Book Report 
Language training activity 

Topic 5 Review   
Writing Assignment 
Book Report Writing 1 

13 2nd Book Report 
Weekly Reading Activity, Check Book Report, 
Book Report Discussion, Language training 
activity 

Book Report Writing 2 

14 3rd Book Report Weekly Reading Activity, Check Draft Poster, 
Work on Final Poster, Language training activity Book Report Writing 3 

15 Book Report Presentations Final Book Report Presentations Final Preparations 

 


	全26_1 R3英語演習IIA（観光・上級）　（※綱）
	全26_2 R3英語演習IIA (観光・標準１)(幸山)
	全26_3 R3英語演習IIA (観光・標準１) (Brendan Van Deusen)
	全26_4 R3英語演習IIA (観光・基礎１) (Thom Rawson)
	全26_5 R3英語演習IIA（観光・基礎2）（日野）
	全26_6 R3英語演習IIA（観光・基礎3）（新藤）
	全26_7 R3英語演習ⅡA【福祉・標準】（monica）
	全26_8 R3英語演習IIA（福祉・基礎）（日野）
	全26_9 R3 英語演習IIA (栄養・標準)(幸山)
	全26_10 R3英語演習IIA (栄養・基礎)(綱 智子)
	全26_11 R3英語演習IIA（薬・上級）（日野）
	全26_12 R3英語演習IIA（薬・標準）（日野）
	全26_13 R3英語演習ⅡA　(薬・基礎Ⅰ）（川上）
	全26_14 R3英語演習ⅡA【薬・基礎】（monica）

