
授業科目 

（ナンバリング） 
英語演習ⅡＢ（国際観光） (AC114) 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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking 
and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級よ

り進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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「話すこと」と「聴くこと」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グループプロ

ジェクトもしくは筆記試験の評価４０％となる。授業課題は、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。「観光英語」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、実用的な英会話演習を通して、観光のための英語力とコミュニケーション能力

の向上を養成する。本講座では、ペア・グループワークを実施する。 

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：『実用観光英語－改訂新版』 島田拓司、Bill Benfield 著、成美堂：ISBN 9784791971855 

参考書：『英語でガイドする日本－海外ゲストが行きたい西日本の名所』松本美江 著、ジャパンタイムズ出版：ISBN 9784789017428 

指定図書：『英語で説明する「日本」発信力強化法とトレーニング』植田一三、上田敏子 著、語研：ISBN 9784876153602 

授業外における学修及び学生に期待すること 

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、英語表現力を高めることを目的とするため、テキスト演習、プ

リント、課題が中心となる。専門用語を覚え、学習者の専攻分野に役に立つ教養知識を英語で学習する。英語表現力を高めること

を目的とするため、授業内容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に目を通しておくこと。授業

の性質上、毎回の授業への出席と積極的な授業参加が前提となる。 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
「実用観光英語: 

機内アナウンス」 

ウォ―ムアップと英語教授法「タスク」とは？ 

演習：観光英語を学ぶ（１）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（アナウンス） 

予習：シラバスとテキスト

の確認 

復習：Ch.1 の演習 

2 
「実用観光英語： 

 入国審査」 

演習：観光英語を学ぶ（２）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（入国） 

予習：Ch.2 

復習：Ch.2 の演習と課題 

3 
「実用観光英語： 

 宿泊」 

演習：観光英語を学ぶ（３）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（道案内） 

予習：Ch.3 

復習：Ch.3 の演習と課題 

4 
「実用観光英語： 

 チェックイン」 

演習：観光英語を学ぶ（４）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（チェックイン） 

予習：Ch.4 

復習：Ch.4 の演習と課題 

5 
「実用観光英語： 

 予約」 

演習：観光英語を学ぶ（５）英語４技能 

   クイズ（第１回） 

課題；類義語 ペア・グループワーク（予約） 

予習：Ch.5 と 

クイズ（Ch. 1～4） 

復習：Ch.5 の演習と課題 

6 
「実用観光英語： 

 レストラン」 

演習：観光英語を学ぶ（６）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（注文） 

予習：Ch.6 

復習：Ch.6 の演習と課題 

7 
「実用観光英語： 

 鉄道」 

演習：観光英語を学ぶ（７）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（説明） 

予習：Ch.7 

復習：Ch.7 の演習と課題 

8 
「実用観光英語： 

 ファーストフード」 

演習：観光英語を学ぶ（８）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（注文） 

予習：Ch.8 

復習：Ch.8 の演習と課題 

9 
「実用観光英語： 

 サービス」 

演習：観光英語を学ぶ（９）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（サービス） 

予習：Ch.9 

復習：Ch.9 の演習と課題 

10 
「実用観光英語： 

 ツアー予約」 

演習：観光英語を学ぶ（１０）英語４技能 

   クイズ（第２回） 

課題：類義語 ペア・グループワーク（予定） 

予習：Ch.10 と 

クイズ（Ch. 5～9） 

復習：Ch.10 の演習と課題 

11 
「実用観光英語： 

 医療」 

演習：観光英語を学ぶ（１１）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（病院） 

予習：Ch.11 

復習：Ch.11 の演習と課題 

12 
「実用観光英語： 

 ショッピング」 

演習；観光英語を学ぶ（１２）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（ショッピング） 

予習：Ch.12 

復習：Ch.12 の演習と課題 

13 
「実用観光英語： 

 クレーム」 

演習：観光英語を学ぶ（１３）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（クレーム） 

予習：Ch.13 

復習：Ch.13 の演習と課題 

14 
「実用観光英語： 

 トラブル対応」 

演習：観光英語を学ぶ（１４）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（トラブル対応） 

予習：Ch.14 

復習：Ch.14 の演習と課題 

15 
「実用観光英語： 

 空港」 

演習：観光英語を学ぶ（１５）英語４技能 

   クイズ（第３回） 

課題：類義語 ペア・グループワーク（交渉） 

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 グループプロジェクトもしくは筆記試験 全講義の振り返り 

 



 
授業科目 

（ナンバリング） 
英語演習ⅡＢ (国際観光) (AC114) 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 IB, this is a four-skills course that focuses mainly on English speaking 
and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級より進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at 
an improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English 
at an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができ

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 the dates 

specified by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet 

or mobile device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in 

class. Students will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz/test and 

assignment. 



授 業 の 概 要 

The course focus is to develop confidence and competence in English communication at an intermediate 

level. Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve 

English communication 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：ENGLISH FIRSTHAND SUCCESS (Fifth Edition) ISBN: 9789813132764 
参考書：Any Japanese-English dictionary 

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 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 quizzes/tests outside of 

class. Students may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Welcome, Unit 7 

Talking about the past 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 7 preview &  

review vocabulary 

2 
Unit 7 

Talking about the past 
Group work, Grammar, & Communication 

7 homework 

7 review vocabulary 

3 
Unit 8 

Describing nature 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 7 homework, review prep. 

 8 preview vocabulary 

4 
Unit 8 

Describing nature 
Group work, Grammar, & Communication 

8 homework 

8 review vocabulary 

5 Unit 7 & 8 Review 
Units 7, 8 review  

Review activities 

7 & 8 review prep 

9 preview vocabulary 

6 
Unit 9 

Talking about abilities 
Vocabulary, Listening & Conversation 

9 homework 

9 review vocabulary 

7 
Unit 9 

Talking about abilities 
Group work, Grammar, & Communication 

9 homework 

9 review vocabulary 

8 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Vocabulary, Listening & Conversation 

10 preview vocabulary 

10 review vocabulary 

9 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Group work, Grammar, & Communication 

10 homework 

10 review vocabulary 

10 Unit 9 & 10 Review 
Units 9, 10 review  

Review activities 

9 & 10 review prep 

11 preview vocabulary 

11 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Vocabulary, Listening & Conversation 

11 homework, review prep 

 11 review vocabulary 

12 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Group work, Grammar, & Communication 

11 homework 

11 review vocabulary 

13 
 Unit 12 

Telling stories 
Vocabulary, Listening & Conversation 

12 homework, review 

prep 

12 preview vocabulary 

14 
 Unit 12 

 Telling stories 
Group work, Grammar, & Communication 

12 homework 

12 review vocabulary 

15 Unit 11 & 12 Review 
Units 11, 12 review  

Review activities 
11 & 12 review prep 

 



授業科目（ナンバリング） 
英語演習ⅡＢ（国際観光） 

(AC114) 
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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking 
and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級よ

り進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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「話すこと」と「聴くこと」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グループプロジェク

トもしくは筆記試験の評価４０％となる。授業課題は、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。「語学留学」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、実用的な英会話演習を通して、海外留学のための英語力とコミュニケーション能力

の向上を養成する。本講座では、ペア・グループワークを実施する。 

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：『グローバルキャリアをめざして』 辻勢都、辻和成、Margaret M. Lieb 著、三修社：ISBN 9784384334487 

参考書：『留学英会話ハンドブック（改訂版）』 仁木久恵、田中典子 著、研究社：ISBN 9784327452285 

指定図書：『英語日記 BOY 海外で夢を叶える英語勉強法』新井リオ 著、左右社：ISBN 9784865282634 

授業外における学修及び学生に期待すること 

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、英語表現力を高めることを目的とするため、テキスト演習、プリ

ント、課題が中心となる。専門用語を覚え、学習者の専攻分野に役に立つ教養知識を英語で学習する。英語表現力を高めることを目

的とするため、授業内容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に目を通しておくこと。授業の性質

上、毎回の授業への出席と積極的な授業参加が前提となる。 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
「実用英語： 

 概要説明」 

ウォ―ムアップと英語教授法「タスク」とは？ 

課題；グローバルキャリアのための英語（１）英語４技能 

予習：シラバスとテキストの

確認 

復習：Ch.1 の演習 

2 
「実用英語： 

 飛行機内にて」 

演習：グローバルキャリアのための英語（２）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（注文） 

予習：Ch.2 

復習：Ch.2 の演習と課題 

3 
「実用英語： 

 入国手続き」 

演習：グローバルキャリアのための英語（３）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（入国審査） 

予習：Ch.3 

復習：Ch.3 の演習と課題 

4 
「実用英語： 

 ホームステイ」 

演習：グローバルキャリアのための英語（４）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（自己紹介） 

予習：Ch.4 

復習：Ch.4 の演習と課題 

5 
「実用英語： 

 日本の文化」 

演習：グローバルキャリアのための英語（５）英語４技能 

   クイズ（第１回） 

課題：類義語 ペア・グループワーク（紹介） 

予習：Ch.5 と 

クイズ（Ch. 1～3） 

復習：Ch.5 の演習と課題 

6 
「実用英語： 

 交通機関」 

演習：グローバルキャリアのための英語（６）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（案内） 

予習：Ch.6 

復習：Ch.6 の演習と課題 

7 
「実用英語： 

 語学学校」 

演習：グローバルキャリアのための英語（７）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（話法） 

予習：Ch.7 

復習：Ch.7 の演習と課題 

8 
「実用英語： 

 電話」 

演習：グローバルキャリアのための英語（８）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（電話） 

予習：Ch.8 

復習：Ch.8 の演習と課題 

9 
「実用英語： 

 病気」 

演習：グローバルキャリアのための英語（９）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（説明） 

予習：Ch.9 

復習：Ch.9 の演習と課題 

10 
「実用英語： 

 プレゼンテーション」 

演習：グローバルキャリアのための英語（１０）英語４技能 

   クイズ（第２回） 

課題：類義語 ペア・グループワーク（プレゼン） 

予習：Ch.10 と 

クイズ（Ch. 4～8） 

復習：Ch.10 の演習と課題 

11 
「実用英語： 

 プレゼンテーション」 

演習：グローバルキャリアのための英語（１１）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（プレゼン） 

予習：Ch.11 

復習：Ch.11 の演習と課題 

12 
「実用英語： 

 買い物」 

演習：グローバルキャリアのための英語（１２）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（説明） 

予習：Ch.12 

復習：Ch.12 の演習と課題 

13 
「実用英語： 

 出国手続き」 

演習：グローバルキャリアのための英語（１３）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（出国手続き） 

予習：Ch.13 

復習：Ch.13 の演習と課題 

14 
「実用英語： 

 メール」 

演習：グローバルキャリアのための英語（１４）英語４技能 

課題：類義語 ペア・グループワーク（メール） 

予習：Ch.14 

復習：Ch.14 の演習と課題 

15 
「実用英語： 

 メール」 

演習：グローバルキャリアのための英語（１５）英語４技能 

   クイズ（第３回） 

課題：類義語 ペア・グループワーク（ビジネスメール） 

予習：Ch.15 と 

クイズ（Ch. 9～12） 

復習：Ch.15 の演習と課題 

16 定期試験 グループプロジェクトもしくは筆記試験 全講義の振り返り 

 



授業科目（ナンバリング） 
英語演習ⅡＢ (国際観光) 

(AC114) 
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・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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English 

speaking and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級よ

り進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at 

an improving level. 

・Students will be able to perform tasks using English at an 

improving level. 

・Students will be able to communicate concepts using English 

at an improving level. 

・Students will be able to offer and follow instructions at an 

improving level. 

・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 

places and events at an improving level. 

【初級より進んだレベル】 

・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 

・英語を使用してのタスクを行うことができる。 

・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 

・指示をだしたり、従ったりすることができる。 

・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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 the dates specified 

by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet or mobile 

device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in class. Students 

will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz/test and assignment. 



授 業 の 概 要 

Course focus is to develop confidence and competence in English communication at an intermediate level. 

Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve English 

communication skill. 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：ENGLISH FIRSTHAND ACCESS (Fifth Edition) (ISBN: 9789813132757) 

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 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 quizzes/tests outside of class. Students 

may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Welcome, Unit 1 

How are you? 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 1 prev vocabulary 

1 review vocabulary 

2 
Unit 1 

How are you? 
Group work, Grammar, & Communication 

1 homework 

1 review vocabulary 

3 
Unit 2 

Do you understand? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 1 homework, review prep. 

 2 preview vocabulary 

4 
Unit 2 

Do you understand? 
Group work, Grammar, & Communication 

2 homework 

2 review vocabulary 

5 Unit 1 & 2 Review 
Units 1, 2 review  

Review activities 

1 & 2 review prep 

3 preview vocabulary 

6 
Unit 3 

This is my room 
Vocabulary, Listening & Conversation 

3 homework 

3 review vocabulary 

7 
Unit 3 

This is my room 
Group work, Grammar, & Communication 

3 homework 

3 review vocabulary 

8 
 Unit 4 

When do you get up? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 4 preview vocabulary 

4 review vocabulary 

9 
 Unit 4 

When do you get up? 
Group work, Grammar, & Communication 

4 homework 

4 review vocabulary 

10 Unit 3 & 4 Review 
Units 3, 4 review  

Review activities 

 3 & 4 review prep 

 5 preview vocabulary 

11 
 Unit 5 

 Who’s that? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework 

 5 review vocabulary 

12 
 Unit 5 

 Who’s that? 
Group work, Grammar, & Communication 

 5 homework 

 5 review vocabulary 

13 
 Unit 6 

That’s a great shirt 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework, review prep 

 6 preview vocabulary 

14 
 Unit 6 

 That’s a great shirt 
Group work, Grammar, & Communication 

 6 homework 

 6 review vocabulary 

15 Unit 5 & 6 Review 
Units 5, 6 review  

Review activities 
 5 & 6 review prep 

 



授業科目（ナンバリング） 
英語演習ⅡＢ (国際観光) 

(AC114) 
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・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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English 

speaking and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級よ

り進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at 

an improving level. 

・Students will be able to perform tasks using English at an 

improving level. 

・Students will be able to communicate concepts using English 

at an improving level. 

・Students will be able to offer and follow instructions at an 

improving level. 

・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 

places and events at an improving level. 

【初級より進んだレベル】 

・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 

・英語を使用してのタスクを行うことができる。 

・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 

・指示をだしたり、従ったりすることができる。 

・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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 the dates specified 

by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet or mobile 

device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in class. Students 

will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz/test and assignment. 



授 業 の 概 要 

Course focus is to develop confidence and competence in English communication at an intermediate level. 

Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve English 

communication skill. 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：ENGLISH FIRSTHAND ACCESS (Fifth Edition) (ISBN: 9789813132757) 

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 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 quizzes/tests outside of class. Students 

may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Welcome, Unit 7 

I love weekends 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 7 prev vocabulary 

7 review vocabulary 

2 
Unit 7 

I love weekends 
Group work, Grammar, & Communication 

7 homework 

7 review vocabulary 

3 
Unit 8 

Let’s eat 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 7 homework, review prep. 

 8 preview vocabulary 

4 
Unit 8 

Let’s eat 
Group work, Grammar, & Communication 

8 homework 

8 review vocabulary 

5 Unit 7 & 8 Review 
Units 7, 8 review  

Review activities 

7 & 8 review prep 

9 preview vocabulary 

6 
Unit 9 

I really enjoy it 
Vocabulary, Listening & Conversation 

9 homework 

9 review vocabulary 

7 
Unit 9 

I really enjoy it 
Group work, Grammar, & Communication 

9 homework 

9 review vocabulary 

8 
 Unit 10 

Welcome to my home 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 10 preview vocabulary 

10 review vocabulary 

9 
 Unit 10 

Welcome to my home 
Group work, Grammar, & Communication 

10 homework 

10 review vocabulary 

10 Unit 9 & 10 Review 
Units 9, 10 review  

Review activities 

 9 & 10 review prep 

 11 preview vocabulary 

11 
 Unit 11 

 Where did you go? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 11 homework 

 11 review vocabulary 

12 
 Unit 11 

 Where did you go? 
Group work, Grammar, & Communication 

 11 homework 

 11 review vocabulary 

13 
 Unit 12 

Will I be famous? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

11 homework, review prep 

12 preview vocabulary 

14 
 Unit 12 

 Will I be famous? 
Group work, Grammar, & Communication 

 12 homework 

 12 review vocabulary 

15 Unit 11 & 12 Review 
Units 11, 12 review  

Review activities 
 11 & 12 review prep 

 



 

授業科目（ナンバリ

ング） 
英語演習ⅡＢ (国際観光) (AC114) 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・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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking and 
listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級より進ん

だレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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 the dates 

specified by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet 

or mobile device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in class. 

Students will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz/test and assignment. 

授 業 の 概 要 

Course focus is to develop confidence and competence in English communication at an intermediate level. 

Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve English 

communication skill. 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：ENGLISH FIRSTHAND ACCESS (Fifth Edition)ISBN: 9789813132757 

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 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 quizzes/tests outside of class. Students 

may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Welcome, Unit 7 

Free-time activities 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 7 prev vocabulary 

7 review vocabulary 

2 
Unit 7 

Free-time activities 
Group work, Grammar, & Communication 

7 homework 

7 review vocabulary 

3 
Unit 8 

Food 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 7 homework, review prep. 

 8 preview vocabulary 

4 
Unit 8 

Food 
Group work, Grammar, & Communication 

8 homework 

8 review vocabulary 

5 Unit 7&8 Review 
Units 7, 8 review  

Review activities 

7&8 review prep 

9 preview vocabulary 

6 
Unit 9 

Sports and exercise 
Vocabulary, Listening & Conversation 

9 homework 

9 review vocabulary 

7 
Unit 9 

Sports and exercise 
Group work, Grammar, & Communication 

9 homework 

9 review vocabulary 

8 
 Unit 10 

Where you live 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 10 preview vocabulary 

 10 review vocabulary 

9 
 Unit 10 

Where you live 
Group work, Grammar, & Communication 

 10 homework 

 10 review vocabulary 

10 Unit 9&10 Review 
Units 9, 10 review  

Review activities 

9&10 review prep 

11 preview vocabulary 

11 
 Unit 11 

 Past activities 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 10 homework, review prep 

 11 review vocabulary 

12 
 Unit 11 

 Past activities 
Group work, Grammar, & Communication 

11 homework 

11 review vocabulary 

13 
 Unit 12 

Goals and dreams 
Vocabulary, Listening & Conversation 

11 homework, review prep 

12 preview vocabulary 

14 
 Unit 12 

 Goals and dreams 
Group work, Grammar, & Communication 

12 homework 

12 review vocabulary 

15 Unit 11&12 Review 
Units 11, 12 review  

Review activities 
11&12 review prep 

 



 

授業科目（ナンバリ

ング） 
英語演習ⅡＢ (社会福祉) (AC114) 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・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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking and 
listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級より進ん

だレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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 the dates 

specified by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet 

or mobile device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in class. 

Students will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz/test and assignment. 

授 業 の 概 要 

Course focus is to develop confidence and competence in English communication at an intermediate level. 

Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve English 

communication skill. 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：ENGLISH FIRSTHAND SUCCESS (Fifth Edition) ISBN: 9789813132764 

参考書：Any Japanese-English dictionary 

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 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 quizzes/tests outside of class. Students 

may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Welcome, Unit 7 

Talking about the past 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 7 preview &  

review vocabulary 

2 
Unit 7 

Talking about the past 
Group work, Grammar, & Communication 

7 homework 

7 review vocabulary 

3 
Unit 8 

Describing nature 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 7 homework, review prep. 

 8 preview vocabulary 

4 
Unit 8 

Describing nature 
Group work, Grammar, & Communication 

8 homework 

8 review vocabulary 

5 Unit 7 & 8 Review 
Units 7, 8 review  

Review activities 

7 & 8 review prep 

9 preview vocabulary 

6 
Unit 9 

Talking about abilities 
Vocabulary, Listening & Conversation 

9 homework 

9 review vocabulary 

7 
Unit 9 

Talking about abilities 
Group work, Grammar, & Communication 

9 homework 

9 review vocabulary 

8 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 10 preview vocabulary 

 10 review vocabulary 

9 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Group work, Grammar, & Communication 

 10 homework 

 10 review vocabulary 

10 Unit 9 & 10 Review 
Units 9, 10 review  

Review activities 

9 & 10 review prep 

11 preview vocabulary 

11 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 11 homework, review prep 

 11 review vocabulary 

12 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Group work, Grammar, & Communication 

11 homework 

11 review vocabulary 

13 
 Unit 12 

Telling stories 
Vocabulary, Listening & Conversation 

12 homework, review prep 

12 preview vocabulary 

14 
 Unit 12 

 Telling stories 
Group work, Grammar, & Communication 

12 homework 

12 review vocabulary 

15 Unit 11 & 12 Review 
Units 11, 12 review  

Review activities 
11 & 12 review prep 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅡＢ（社会福祉） (AC114) 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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking 
and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級よ

り進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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 listening-based tests with a focus on grammar, vocabulary, and dictation. 
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 English communication at an improving level. 
Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve English 
communication skill. 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 Starter Student’s Book (New Edition), Pearson/ Longman Publishing 
参考書：なし 

指定図書：CUTTING EDGE Starter Student’s Book (New 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: Things You Do Activities, Likes and dislikes 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review 
Assignment 1  

3 Unit 6: Things You Do Activities, Likes and dislikes 2 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 2 

4 Unit 6: Things You Do Activities, Likes and dislikes 3 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 3 

5 Unit 7: Your Time 
Daily routines and times, Days and times 1 
Prepositions with time expressions 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 4 

6 Unit 7: Your Time 
Daily routines and times, Days and times 2 
Prepositions with time expressions 2 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 5 

7 Unit 7: Your Time 
Daily routines and times, Days and times 3 
Prepositions with time expressions 3 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 6 

8 Unit 8: You Can Do It Verbs: things you do & Parts of the body 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 7 

9 Unit 8: You Can Do It Verbs: things you do & Parts of the body 2 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 8 

10 Unit 8: You Can Do It Verbs: things you do & Parts of the body 3 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 9 

11 Unit 9: Now and Then 
Months of the year, Ordinal numbers and dates 
and Years 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 10 

12 Unit 9: Now and Then 
Months of the year, Ordinal numbers and dates 
and Years 2 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 11 

13 Unit 9: Now and Then 
Months of the year, Ordinal numbers and dates 
and Years 3 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 12 

14 Unit 10: Famous Lives Life events 1 
小テストプロジェクト 

Topic preview & review  
Assignment 13 

15 Unit 10: Famous Lives Life events 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ⅡＢ (栄養) (AC114) 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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking 
and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級よ

り進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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 the dates specified 

by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet or mobile 

device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in class. Students 

will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz/test and assignment. 

授 業 の 概 要 

Course focus is to develop confidence and competence in English communication at an intermediate level. 

Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve English 

communication skill. 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：ENGLISH FIRSTHAND SUCCESS (Fifth Edition) ISBN: 9789813132764 

参考書：Any Japanese-English dictionary 

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 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 quizzes/tests outside of class. Students 

may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Welcome, Unit 7 

Talking about the past 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 7 prev vocabulary 

7 review vocabulary 

2 
Unit 7 

Talking about the past 
Group work, Grammar, & Communication 

7 homework 

7 review vocabulary 

3 
Unit 8 

Describing nature 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 7 homework, review prep. 

 8 preview vocabulary 

4 
Unit 8 

Describing nature 
Group work, Grammar, & Communication 

8 homework 

8 review vocabulary 

5 Unit 7 & 8 Review 
Units 7, 8 review  

Review activities 

7 & 8 review prep 

9 preview vocabulary 

6 
Unit 9 

Talking about abilities 
Vocabulary, Listening & Conversation 

9 homework 

9 review vocabulary 

7 
Unit 9 

Talking about abilities 
Group work, Grammar, & Communication 

9 homework 

9 review vocabulary 

8 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Vocabulary, Listening & Conversation 

10 preview vocabulary 

10 review vocabulary 

9 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Group work, Grammar, & Communication 

10 homework 

10 review vocabulary 

10 Unit 9 & 10 Review 
Units 9, 10 review  

Review activities 

9 & 10 review prep 

11 preview vocabulary 

11 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Vocabulary, Listening & Conversation 

11 homework, review prep 

 11 review vocabulary 

12 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Group work, Grammar, & Communication 

11 homework 

11 review vocabulary 

13 
 Unit 12 

Telling stories 
Vocabulary, Listening & Conversation 

12 homework, review prep 

12 preview vocabulary 

14 
 Unit 12 

 Telling stories 
Group work, Grammar, & Communication 

12 homework 

12 review vocabulary 

15 Unit 11 & 12 Review 
Units 11, 12 review  

Review activities 
11 & 12 review prep 

 



授業科目 

（ナンバリング） 

英語演習ⅡＢ (健康栄養) 

(AC114) 
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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking 
and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初

級より進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at 
an improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English 
at an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができ

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 the dates 

specified by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet 

or mobile device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in 

class. Students will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz/test and 

assignment. 

 



授 業 の 概 要 

The course focus is to develop confidence and competence in English communication at an intermediate 

level. Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve 

English communication 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：ENGLISH FIRSTHAND SUCCESS (Fifth Edition) ISBN: 9789813132764 

参考書：Any Japanese-English dictionary 

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 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 quizzes/tests outside of 

class. Students may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Welcome, Unit 7 

Talking about the past 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 7 preview &  

review vocabulary 

2 
Unit 7 

Talking about the past 
Group work, Grammar, & Communication 

7 homework 

7 review vocabulary 

3 
Unit 8 

Describing nature 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 7 homework, review prep. 

 8 preview vocabulary 

4 
Unit 8 

Describing nature 
Group work, Grammar, & Communication 

8 homework 

8 review vocabulary 

5 Unit 7 & 8 Review 
Units 7, 8 review  

Review activities 

7 & 8 review prep 

9 preview vocabulary 

6 
Unit 9 

Talking about abilities 
Vocabulary, Listening & Conversation 

9 homework 

9 review vocabulary 

7 
Unit 9 

Talking about abilities 
Group work, Grammar, & Communication 

9 homework 

9 review vocabulary 

8 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Vocabulary, Listening & Conversation 

10 preview vocabulary 

10 review vocabulary 

9 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Group work, Grammar, & Communication 

10 homework 

10 review vocabulary 

10 Unit 9 & 10 Review 
Units 9, 10 review  

Review activities 

9 & 10 review prep 

11 preview vocabulary 

11 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Vocabulary, Listening & Conversation 

11 homework, review prep 

 11 review vocabulary 

12 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Group work, Grammar, & Communication 

11 homework 

11 review vocabulary 

13 
 Unit 12 

Telling stories 
Vocabulary, Listening & Conversation 

12 homework, review 

prep 

12 preview vocabulary 

14 
 Unit 12 

 Telling stories 
Group work, Grammar, & Communication 

12 homework 

12 review vocabulary 

15 Unit 11 & 12 Review 
Units 11, 12 review  

Review activities 
11 & 12 review prep 

 

 



授業科目（ナンバリン
グ） 

英語演習ⅡＢ(薬) (AC114) 担当教員 ※Dirksen Kai 

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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking 
and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級よ

り進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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 the dates 

specified by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet 

or mobile device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in class. 

Students will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz and assignment. 

授 業 の 概 要 

Course focus is to develop confidence and competence in English communication at a standard level. Listening 

activities and conversation pair/group work will help students to build and improve English communication 

skill. 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：English Firsthand 1 (Fifth Edition) Authours: Helgesen, Wiltshier, Brown, 

Publisher: Pearson Education South Asia Pte Ltd, 2018 

参考書：Any Japanese-English dictionary will suffice  

指定図書：English Firsthand 1 (Fifth Edition) Authours: Helgesen, Wiltshier, Brown, 

Publisher: Pearson Education South Asia Pte Ltd, 2018 

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 quizzes/test outside of class. Students 

may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 Orientation Introductions, explanation of syllabus, registration 
Read Syllabus 

Orientation assignment 

2 Unit 7: Jobs and Skills 
Vocabulary, Listening & Conversation, Grammar, Group 

work, Communication 

7 preview vocabulary 

7 review vocabulary, 7 hw 

3 Unit 7: Jobs and Skills 
Vocabulary, Listening & Conversation, Grammar, Group 

work, Communication 

7 preview vocabulary 

7 review vocabulary, 7 hw 

4 
Unit 8: Entertainment and 

opinions 

Unit 7 Test, Vocabulary, Listening & Conversation, 

Grammar, Group work, Communication 

8 preview vocabulary 

8 review vocabulary, 8 hw 

5 
Unit 8: Entertainment and 

opinions 

Vocabulary, Listening & Conversation, Grammar, Group 

work, Communication 

8 preview vocabulary 

8 review vocabulary, 8 hw 

6 
Unit 9: Future plans and 

activities 

Unit 8 Test, Vocabulary, Listening & Conversation, 

Grammar, Group work, Communication 

9 preview vocabulary 

9 review vocabulary, 9 hw 

7 
Unit 9: Future plans and 

activities 

Vocabulary, Listening & Conversation, Grammar, Group 

work, Communication 

9 preview vocabulary 

9 review vocabulary, 9 hw 

8 Mid-term Review Unit 9 Test, Review activities 
Review prep and vocabulary 

9 Unit 10: Shopping 
Unit 9 Test, Vocabulary, Listening & Conversation, 

Grammar, Group work, Communication 

10 preview vocabulary 

10 review vocabulary, 10 hw 

10 Unit 10: Shopping 
Vocabulary, Listening & Conversation, Grammar, Group 

work, Communication 

10 preview vocabulary 

10 review vocabulary, 10 hw 

11 Unit 11: Giving instructions 
Unit 10 Test, Vocabulary, Listening & Conversation, 

Grammar, Group work, Communication 

11 preview vocabulary 

11 review vocabulary, 11 hw 

12 Unit 11: Giving instructions 
Vocabulary, Listening & Conversation, Grammar, Group 

work, Communication 

11 preview vocabulary 

11 review vocabulary, 11 hw 

13 Unit 12: Expressing opinions 
Unit 11 Test, Vocabulary, Listening & Conversation, 

Grammar, Group work, Communication 

12 preview vocabulary 

12 review vocabulary, 12 hw 

14 Unit 12: Expressing opinions 
Vocabulary, Listening & Conversation, Grammar, Group 

work, Communication 

12 preview vocabulary 

12 review vocabulary, 12 hw 

15 Final Review Unit 12 Test, Review activities Review prep and vocabulary 

 



 

授業科目（ナンバリン

グ） 
英語演習ⅡＢ (薬学科) (AC114) 担当教員 ※Daniel Clausen 

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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking 

and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級より
進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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 the dates 

specified by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet 

or mobile device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in 

class. Students will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz/test and 

assignment. 

授 業 の 概 要 

The course focus is to develop confidence and competence in English communication at an intermediate 

level. Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve 

English communication 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：ENGLISH FIRSTHAND SUCCESS (Fifth Edition) ISBN: 9789813132764 

参考書：Any Japanese-English dictionary 

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 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 quizzes/tests outside of 

class. Students may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Welcome, Unit 7 

Talking about the past 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 7 preview &  

review vocabulary 

2 
Unit 7 

Talking about the past 
Group work, Grammar, & Communication 

7 homework 

7 review vocabulary 

3 
Unit 8 

Describing nature 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 7 homework, review prep. 

 8 preview vocabulary 

4 
Unit 8 

Describing nature 
Group work, Grammar, & Communication 

8 homework 

8 review vocabulary 

5 Unit 7 & 8 Review 
Units 7, 8 review  

Review activities 

7 & 8 review prep 

9 preview vocabulary 

6 
Unit 9 

Talking about abilities 
Vocabulary, Listening & Conversation 

9 homework 

9 review vocabulary 

7 
Unit 9 

Talking about abilities 
Group work, Grammar, & Communication 

9 homework 

9 review vocabulary 

8 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Vocabulary, Listening & Conversation 

10 preview vocabulary 

10 review vocabulary 

9 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Group work, Grammar, & Communication 

10 homework 

10 review vocabulary 

10 Unit 9 & 10 Review 
Units 9, 10 review  

Review activities 

9 & 10 review prep 

11 preview vocabulary 

11 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Vocabulary, Listening & Conversation 

11 homework, review prep 

 11 review vocabulary 

12 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Group work, Grammar, & Communication 

11 homework 

11 review vocabulary 

13 
 Unit 12 

Telling stories 
Vocabulary, Listening & Conversation 

12 homework, review prep 

12 preview vocabulary 

14 
 Unit 12 

 Telling stories 
Group work, Grammar, & Communication 

12 homework 

12 review vocabulary 

15 Unit 11 & 12 Review 
Units 11, 12 review  

Review activities 
11 & 12 review prep 

 



授業科目（ナンバリン
グ） 

英語演習ⅡＢ (AC114) 担当教員 ※Dirksen Kai 

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 IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking 
and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級よ

り進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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   

 学生の学習への取り組みの積極度と学習成果の出来栄えを基準にして、授業内の活動・課題の提出・定期
試験を用いて成績を評価する。授業内活動についてはその場でコメントし、課題については提出物の返却時
にコメントすることで、学生へフィードバックを与える。定期試験については、主として語彙、文法、長文
の内容理解、短文作文の出来栄えにて評価する。 

授 業 の 概 要 

 留学生との交流や外国文化との比較も含めた大学生の生活に関する総合教材を用いて、国際化時代を生
きるために必要なコミュニケーション能力を育てる支援をする。文章の内容理解、リスニングと会話練習、
テーマ別の作文を行う。 
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。 



教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：田村雅昭 他（著）、『Campus English』、センゲージラーニング 
参考書：英語の学び方に関する書籍や資料を授業中に適宜紹介する 
指定図書：田村雅昭 他（著）、『Campus English』、センゲージラーニング 

授業外における学修及び学生に期待すること 

・教科書の練習問題は予習の段階で一通り取り組んでみること。 
・授業後の復習では Reading の内容確認を行い、Writing 課題に取り組み、翌週に提出すること。 
・教科書附属の音声教材と辞書を活用した学習を行うこと。 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 オリエンテーション 授業の目標、予定、進め方、評価の方法、英語の学び方

など履修開始にあたり必要な事項の説明 

シラバスの確認 

Unit 1 の予習 

2 
Unit 1 
Where is the PC room? 

「場所を尋ねる」、「自己紹介」に関連した文章の読解、呼

びかけ表現の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 1 Reading の内

容確認、復習 Writing 

3 
Unit 2  
What does “term” mean? 

「好きな場所」に関連した文章の読解、許可と依頼の表現

の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 2 Reading の内

容確認、復習 Writing 

4 
Unit 4 I’m a member of the  
Int’l Exchange Club 

「クラブ紹介」に関連した文章の読解、予定と興味の表現

の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 4 Reading の内

容確認、復習 Writing 

5 
Unit 5 I have a part-time 
job as a sales clerk 

「アルバイト」に関連した文章の読解、求人広告の表現の

学習、リスニング、会話 

予習 Unit 5 Reading の内

容確認、復習 Writing 

6 
Unit 6 What do you think 
about this program? 

「e メールでの問い合わせ」に関連した文章の読解、情報

交換の表現の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 6 Reading の内

容確認、復習 Writing 

7 
Unit 7 How will you spend 
your vacation? 

「夏休みの予定」に関連した文章の読解、計画の表現の

学習、リスニング、会話 

予習 Unit 7 Reading の内

容確認、復習 Writing 

8 
Unit 8  
When is the due date? 

「パラグラフ」に関連した文章の読解、予定や期限の表現

の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 8 Reading の内

容確認、復習 Writing 

9 
Unit 11  
Do you need some help? 

「観光ガイド」に関連した文章の読解、手伝いや表示の表

現の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 11 Reading の内

容確認、復習 Writing 

10 
Unit 12 It looks like my 
GPA has improved 

「「アメリカの成績評価」に関連した文章の読解、成績や単

位の表現の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 12 Reading の内

容確認、復習 Writing 

11 

Unit 13  
I don’t know which to 
choose 

「授業受講」に関連した文章の読解、提案や助言の表現

の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 13 Reading の内

容確認、復習 Writing 

12 
Unit 14 He got a job offer 
with a copy machine co.  

「就職活動の日米比較」に関連した文章の読解、状況や

適性の表現の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 14 Reading の内

容確認、復習 Writing 

13 
Unit 16 It is a celebration 
day for kids 

「奇数と偶数」に関連した文章の読解、祝日や習慣の表現

の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 16 Reading の内

容確認、復習 Writing 

14 

Unit 20 I’d like to talk 
about 
my research 

「ネット調査」に関連した文章の読解、説明や発表の表現

の学習、リスニング、会話 

予習 Unit 20 Reading の内

容確認、復習 Writing 

15 
Unit 21 That’s why I 
applied for the position 

「アメリカの就職面接」に関連した文章の読解、自己 PR の

表現の学習、リスニング、会話 
予習 Unit 21 Reading の内

容確認、復習 Writing 

16 定期試験 読解、語彙、文法、作文に関する筆記試験 定期試験の準備 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅡＢ (薬) (AC114) 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 Basic 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

A continuation of English IB, this is a four skills course that focuses mainly on English speaking 
and listening skills at an improving level. 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ⅠB 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、初級よ

り進んだレベルのスピーキング力とリスニ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 produce and respond to questions at an 
improving level. 
・Students will be able to perform tasks using English at an 
improving level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
an improving level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at an 
improving level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at an improving level. 
【初級より進んだレベル】 
・質問をしたり、質問に答えたりすることができる。 
・英語を使用してのタスクを行うことができる。 
・英語を使用して、様々な考えを伝えることができる。 
・指示をだしたり、従ったりすることができる。 
・人、場所、出来事など身近な話題について議論することができる。 

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 the dates specified 

by the instructor. Homework requires access to the Internet and the use of a computer or tablet or mobile 

device. Students will complete assignments and quizzes related to the material covered in class. Students 

will be given feedback both in-person and through online grading for each quiz/test and assignment. 

授 業 の 概 要 

Course focus is to develop confidence and competence in English communication at an intermediate level. 

Listening activities and conversation pair / group work will help students to build and improve English 

communication skill. 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：ENGLISH FIRSTHAND SUCCESS (Fifth Edition) ISBN: 9789813132764 

参考書：Any Japanese-English dictionary 

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 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 quizzes/tests outside of class. Students 

may request additional assistance if needed from the instructors. 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Welcome, Unit 7 

Talking about the past 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 7 prev vocabulary 

7 review vocabulary 

2 
Unit 7 

Talking about the past 
Group work, Grammar, & Communication 

7 homework 

7 review vocabulary 

3 
Unit 8 

Describing nature 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 7 homework, review prep. 

 8 preview vocabulary 

4 
Unit 8 

Describing nature 
Group work, Grammar, & Communication 

8 homework 

8 review vocabulary 

5 Unit 7 & 8 Review 
Units 7, 8 review  

Review activities 

7 & 8 review prep 

9 preview vocabulary 

6 
Unit 9 

Talking about abilities 
Vocabulary, Listening & Conversation 

9 homework 

9 review vocabulary 

7 
Unit 9 

Talking about abilities 
Group work, Grammar, & Communication 

9 homework 

9 review vocabulary 

8 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Vocabulary, Listening & Conversation 

10 preview vocabulary 

10 review vocabulary 

9 
 Unit 10 

Discussing likes and dislikes 
Group work, Grammar, & Communication 

10 homework 

10 review vocabulary 

10 Unit 9 & 10 Review 
Units 9, 10 review  

Review activities 

9 & 10 review prep 

11 preview vocabulary 

11 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Vocabulary, Listening & Conversation 

11 homework, review prep 

 11 review vocabulary 

12 
 Unit 11 

 Talking about rules 
Group work, Grammar, & Communication 

11 homework 

11 review vocabulary 

13 
 Unit 12 

Telling stories 
Vocabulary, Listening & Conversation 

12 homework, review prep 

12 preview vocabulary 

14 
 Unit 12 

 Telling stories 
Group work, Grammar, & Communication 

12 homework 

12 review vocabulary 

15 Unit 11 & 12 Review 
Units 11, 12 review  

Review activities 
11 & 12 review prep 
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