
 

 

授業科目(ナンバリング) 英語演習 IＢ (国際観光) (AC112) 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・前期 クラス Advanced 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four-skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at 

a starting 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. 

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

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

に、初級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 

a starting level. 

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

starting level. 

・Students will be able to communicate concepts using English 

a starting level. 

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

starting level. 

・Students will be able to discuss familiar topics such as 

people, places and events at a starting level. 

【初級レベル】 

・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：Materials to be provided by instructor. 

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 

What’s your name? 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 1 prev vocabulary 

1 review vocabulary 

2 
Unit 1 

What’s your name? 
Group work, Grammar, & Communication 

1 homework 

1 review vocabulary 

3 
Unit 2 

I love fashion 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 1 homework, review prep. 

 2 preview vocabulary 

4 
Unit 2 

I love fashion 
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 

How do you stay healthy? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

3 homework 

3 review vocabulary 

7 
Unit 3 

How do you stay healthy? 
Group work, Grammar, & Communication 

3 homework 

3 review vocabulary 

8 
 Unit 4 

How do I get there? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 4 preview vocabulary 

4 review vocabulary 

9 
 Unit 4 

How do I get there? 
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 

 What’s that? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework 

 5 review vocabulary 

12 
 Unit 5 

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

 5 homework 

 5 review vocabulary 

13 
 Unit 6 

What’s your dream? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework, review prep 

 6 preview vocabulary 

14 
 Unit 6 

 What’s your dream? 
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 IB (国際観光) (AC112) 担当教員 ※Eric Raschke 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  開講年次・時期 1年・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 

a starting level. 

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

starting level. 

・Students will be able to communicate concepts using English 

at a starting level. 

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

starting level. 

・Students will be able to discuss familiar topics such as 

people, places and events at a starting level. 

【初級レベル】 

・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：Materials to be provided by instructor. 

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 

What’s your name? 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 1 prev vocabulary 

1 review vocabulary 

2 
Unit 1 

What’s your name? 
Group work, Grammar, & Communication 

1 homework 

1 review vocabulary 

3 
Unit 2 

I love fashion 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 1 homework, review prep. 

 2 preview vocabulary 

4 
Unit 2 

I love fashion 
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 

How do you stay healthy? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

3 homework 

3 review vocabulary 

7 
Unit 3 

How do you stay healthy? 
Group work, Grammar, & Communication 

3 homework 

3 review vocabulary 

8 
 Unit 4 

How do I get there? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 4 preview vocabulary 

4 review vocabulary 

9 
 Unit 4 

How do I get there? 
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 

 What’s that? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework 

 5 review vocabulary 

12 
 Unit 5 

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

 5 homework 

 5 review vocabulary 

13 
 Unit 6 

What’s your dream? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework, review prep 

 6 preview vocabulary 

14 
 Unit 6 

 What’s your dream? 
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ⅠＢ（国際観光） 

(AC112) 
担当教員 ※満屋 敏夫 

展開方法 講義 単位数 1単位・選択必修 開講年次・時期 
1年・

前期 
クラス Standard 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at 

a starting 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. 

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

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

初級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 a starting level. 
・Students will be able to perform tasks using English 
at a starting level. 
・Students will be able to communicate concepts using 
English at a starting level. 
・Students will be able to offer and follow instructions 
at a starting level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such 
as people, places and events at a starting level. 
【初級レベル】 

・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   

授業中のコミュニケーションを 30％、定期試験の成績を 40％として、授業内容の理解度を問う筆記試験を行う。 

課題提出を 30％として、それまでの授業内容に関して、第 5回、第 9回、第 14回に実施し、次時のフィードバックによ

り、既習事項の理解度を深めていく。                                               



教 科 書・参 考 書 

教科書:Glances of Japan(坂部俊行他著 南雲堂)  

Understanding and Using English Syntax(羽井佐明彦他著 朝日出版社)  

参考書：英語辞書(出版社は問わない) 

指定図書：Glances of Japan(坂部俊行他著 南雲堂) 

授 業 の 概 要 

「わかる授業」を目指すために授業前には、予習をしっかりと行い、授業中は、積極的に参加し、授業後には、既習事項

のさらなる理解のために、授業外学修をきちんと行うことが大切である。また、遅刻・欠席をしないで、真摯な態度で授業

に臨むことが必要である。この授業で学んだことをこれから実践の場で活かすことができるように、日頃から学修への関

心・意欲を持続させ、自主的かつ積極的に学修する学生に期待する。 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容 予習・復習 

1 
Orientation  

Unit1 

授業内容、教科書紹介、授業の進め方、授業外学修の方法、評価方

法などの説明よって、授業を理解する 

第 1回講義として Unit1 Ramenを取り上げる 

＊Unit 1 名詞句① 

シラバスを熟読しておく 

内容を把握して理解する 

予習：Unit1音読 

復習:新出単語 P10  

不定詞・形式主語・形式目的語 

2 Unit2  Animal Café                         ＊Unit 2 名詞句② 
予習:Unit2音読解 

復習:新出単語 P14    動名詞 

3 Unit3 Stand-up Eatery              ＊Unit 3 名詞節① 
予習:Unit3音読解 

復習:新出単語 P18    that節 

4 Unit4 Convenience Store            ＊Unit 4 名詞節② 
予習:Unit4音読 

復習:新出単語 P22    疑問詞 

5 Unit5 
Japanese Fast Food, Gyudon         ＊Unit 5 形容詞句   

                           ＊課題提出①  

予習:Unit5音読 

復習:新出単語 P26 

不定詞・現在分詞・過去分詞 

6 Unit6 Japanese Spa                        ＊Unit 6 形容詞節 1   
予習:Unit 6音読 

復習:新出単語 P30   関係代名詞 

7 Unit7 Flour Dishes               ＊Unit 7  形容詞節 2  

予習:Unit 7音読 

復習:新出単語 P34 

関係副詞・強調構文 

8 Unit8 Karaoke                            ＊Unit 8  副詞句 1 

予習:Unit 8音読 

復習:新出単語 P38 

不定詞・付帯状況・前置詞句 

9 Unit9 

Seating Changes at Japanese Restaurants 

                   ＊Unit 9  副詞句 2  

                         ＊課題提出②                     

予習:Unit 9音読 

復習:新出単語 P42   分詞構文 

10 Unit10   Second-Hand Store                  ＊Unit 10 副詞節 1 

予習:Unit10音読 

復習:新出単語 P46 

接続詞(目的・時・理由) 

11  Unit11  Kawaii Culture               ＊Unit 11 副詞節 2 
予習:Unit11音読 

復習:新出単語 P50  分詞   

12  Unit12  Soba                        ＊Unit 12 副詞節 3 
予習:Unit12音読 

復習:新出単語 P54   接続詞 

13  Unit13  Bento                               ＊Unit 13 動詞相当語句                                 

予習:Unit13 音読 

復習:新出単語 P58 

動詞相当語句 

14  Unit14  
 Shrine                  ＊Unit 14 知覚動詞他  

                         ＊課題提出③  

予習:Unit14音読 

復習:新出単語 P62 

知覚動詞・使役動詞 

15  Unit15  Onsen                   ＊Unit 1～Unit14総括 

予習:Unit15音読 

復習:新出単語 P66 

Unit1～14既習事項まとめ 

16 定期試験 筆記試験を実施する 定期試験の準備 

 



授業科目（ナンバリング） 
英語演習ⅠＢ（国際観光） 

(AC112) 
担当教員 ※Dirksen Kai 

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

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at 

a starting 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. 

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

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

に、初級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 
a starting level. 
・Students will be able to perform tasks using English at a 
starting level. 
・Students will be able to communicate concepts using English 
at a starting level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at a 
starting level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as 
people, places and events at a starting level. 
【初級レベル】 

・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/tes

ts 

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 basic/beginner 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：Materials will be provided by instructor 

参考書：Japanese ⇄ English Dictionary  (digital or paper) 

指定図書：英検３級をひとつひとつわかりやすく。山田暢彦 （ISBN : 4053046009） 

 



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  Nice to meet you! 
Introductions, explanation of syllabus.  

45-second Introductions. 

シラバスを読んで予習 

be動詞の復習 

2 What’s up? 
Polar Questions(yes/no) VS. Non-polar Questions 

(what, when, where, who, why, how, how many) 

疑問文の予習 

第 1回授業の復習 

3 How are you? 
Adjectives and detailed explanations of things 

and feelings. 

形容詞の予習 

第 2回授業の復習 

4 Tell me why! 
Compound Sentences VS. Complex Sentences 

(FANBOYS!)              (Because…) 

重文の予習 

第 3回授業の復習 

5 Story time... 
Listening, understanding, comprehending, and 

relating real-life English.  

英語ﾆｭｰｽでﾘｽﾆﾝｸﾞ予習 

第 4回授業の復習 

6 Story time continued... Presentation preparation and practice. 
プレゼンテーション予習 

第 5回授業の復習 

7 Story time presentations! In-class presentations 
プレゼンテーション予習 

第 1～5回授業単語復習 

8 See, Do, Explain! 

To the best of your ability, watch an action, 

repeat the action and finally, explain the action 

using English. 

予習：自分の得意能力につ

いて英文にまとめる 

第 7回授業単語復習 

9 Midterm Test 
In-class written test. Includes listening and 

speaking. 
中間試験の準備学習 

10 Sit back and relax! 
In-class movie day! However, listen carefully… 

there will be questions about the movie! 

好きな洋画の予習 

疑問文の復習 

11 What is your favorite song? Group research project preparation and practice. 
好きな洋楽の予習 

第 10回授業の復習 

12  The Main Stage! Group research project presentations. 
プレゼンテーション予習 

第 11回授業の復習 

13 
Making important 

decisions... 

Using English to make decisions and simple and 

difficult situations of life. 

予習：重要な意思決定場面

について英文にまとめる 

第 12回授業の復習 

14  What’s your problem? 
Focusing on number skills, use English to talk 

about mathematics! 

数字の英語読みについて

予習 

第 13回授業の復習 

15 A day of review and play.  A class to review,and play a few games! 

予習：これまでの授業内容

をまとめる 

第 14回授業の復習 

16 定期試験  筆記試験 定期試験の準備学習 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠＢ（国際観光） (AC112) 担当教員 ※Dirksen Kai 

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

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at 

a starting 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. 

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

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

に、初級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 
a starting level. 
・Students will be able to perform tasks using English at a 
starting level. 
・Students will be able to communicate concepts using English 
at a starting level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at a 
starting level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as 
people, places and events at a starting level. 
【初級レベル】 
・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 basic/beginner 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：Materials will be provided by instructor 

参考書：Japanese ⇄ English Dictionary  (digital or paper) 

指定図書：英検３級をひとつひとつわかりやすく。山田暢彦 著 学研プラス（ISBN : 4053046009） 



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  Nice to meet you! 
Introductions, explanation of syllabus.  

45-second Introductions. 

シラバスを読んで予習 

be動詞の復習 

2 What’s up? 
Polar Questions(yes/no) VS. Non-polar Questions 

(what, when, where, who, why, how, how many) 

疑問文の予習 

第 1回授業の復習 

3 How are you? 
Adjectives and detailed explanations of things 

and feelings. 

形容詞の予習 

第 2回授業の復習 

4 Tell me why! 
Compound Sentences VS. Complex Sentences 

(FANBOYS!)              (Because…) 

重文の予習 

第 3回授業の復習 

5 Story time... 
Listening, understanding, comprehending, and 

relating real-life English.  

英語ﾆｭｰｽでﾘｽﾆﾝｸﾞ予習 

第 4回授業の復習 

6 Story time continued... Presentation preparation and practice. 
プレゼンテーション予習 

第 5回授業の復習 

7 Story time presentations! In-class presentations 
プレゼンテーション予習 

第 1～5回授業単語復習 

8 See, Do, Explain! 

To the best of your ability, watch an action, 

repeat the action and finally, explain the action 

using English. 

予習：自分の得意能力につ

いて英文にまとめる 

第 7回授業単語復習 

9 Midterm Test 
In-class written test. Includes listening and 

speaking. 
中間試験の準備学習 

10 Sit back and relax! 
In-class movie day! However, listen carefully… 

there will be questions about the movie! 

好きな洋画の予習 

疑問文の復習 

11 What is your favorite song? Group research project preparation and practice. 
好きな洋楽の予習 

第 10回授業の復習 

12  The Main Stage! Group research project presentations. 
プレゼンテーション予習 

第 11回授業の復習 

13 
Making important 

decisions... 

Using English to make decisions and simple and 

difficult situations of life. 

予習：重要な意思決定場面

について英文にまとめる 

第 12回授業の復習 

14  What’s your problem? 
Focusing on number skills, use English to talk 

about mathematics! 

数字の英語読みについて

予習 

第 13回授業の復習 

15 A day of review and play.  A class to review,and play a few games! 

予習：これまでの授業内容

をまとめる 

第 14回授業の復習 

16 定期試験  筆記試験 定期試験の準備学習 

 

 

 



 

 

授業科目（ナンバリング） 英語演習 IＢ (国際観光) (AC112) 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 

This is a four-skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at a starting 
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. 
英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグロ

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

に、初級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 a 
starting level. 
・Students will be able to perform tasks using English at a starting 
level. 
・Students will be able to communicate concepts using English a 
starting level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at a starting 
level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at a starting level. 
【初級レベル】 
・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：Materials to be provided by instructor. 
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ⅠＢ（社会福祉） 

 (AC112) 
担当教員 ※中村 吏花 

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

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at a 
starting 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. 
英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグ

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

提に、初級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 a 
starting level. 
・Students will be able to perform tasks using English at a 
starting level. 
・Students will be able to communicate concepts using English 
at a starting level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at a 
starting level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at a starting level. 
【初級レベル】 
・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   

定期試験 40％、授業への積極的な参加状況(ペア・グループワーク、予習、発表等)30％、課題（ペア発表、英文暗唱、

英文筆記等）30％。フィードバックは授業中に適宜行う。 

 

授 業 の 概 要 

英語を読み取り、聞き取り、発信する能力を身に付ける。ペア(グループ)での確認作業を通して、相手の考えを理解す

る力、自分の考えを伝える力を養う。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：『Global Pathways』Jonathan Lynch(成美堂、2022年)  

参考書：英語辞書(出版社は問わない。電子辞書も可) 

指定図書：『Global Pathways』Jonathan Lynch(成美堂、2022年) 

授業外における学修及び学生に期待すること 

授業には十分に予習をして臨むこと。予習からテキスト付の音声をしっかり確認すること。聞き取れた音の書き取り

を継続していけば、必ず書き取れる量が増えていきます。内容がよくつかめないときは、文の構造、その文脈でのそ

の語の意味、代名詞が指すもの、など細かく確認していくと、わからないところがはっきりすると思います。授業が

終わった後に再度そこの内容を振り返ることで英語が定着していきますから、忘れないうちに復習しましょう。 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 イントロダクション 履修の仕方の説明 
シラバスを確認しておく、

授業の進め方を確認する 

2 Unit 1 リーディング・文法 
長文内容理解、単語・音声

確認、復習(音読を含む) 

3 Unit 1 ライティング・リスニング 

英作文、ディクテーション

(内容理解まで)、復習(音読

を含む)          

4 Unit 2 リーディング・文法 
長文内容理解、単語・音声

確認、復習(音読を含む) 

5 Unit 3 ライティング・リスニング 

英作文、ディクテーション

(内容理解まで)、復習(音読

を含む)  

6 Unit 3 リーディング・文法 
長文内容理解、単語・音声

確認、復習(音読を含む) 

7 Unit 4 ライティング・リスニング 

英作文、ディクテーション

(内容理解まで)、復習(音読

を含む)  

8 Unit 4 リーディング・文法 
長文内容理解、単語・音声

確認、復習(音読を含む) 

9 デジタル教材の活用 インターネット上の英語を読み、聞く 

デジタル教材の内容確認、

音声聞き取り、復習(音読を

含む) 

10 Unit 5 リーディング・文法 
長文内容理解、単語・音声

確認、復習(音読を含む) 

11 Unit 5 ライティング・リスニング 

英作文、ディクテーション

(内容理解まで)、復習(音読

を含む)  

12 Unit 6 リーディング・文法 
長文内容理解、単語・音声

確認、復習(音読を含む) 

13 Unit 6 ライティング・リスニング 

英作文、ディクテーション

(内容理解まで)、復習(音読

を含む)  

14 ペア発表 日常の一場面を英語で演じる 
ペア発表に備えて練習、発

表を終えての振り返り 

15 今学期のまとめ 今学期のまとめを行う 
今学期の授業のポイントを

復習する、振り返り 

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ⅠＢ（社会福祉） 

(AC112) 
担当教員 ※満屋 敏夫 

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

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at a starting 
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. 
英語演習では、英語の 4技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグロ

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

初級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 a 
starting level. 
・Students will be able to perform tasks using English at a 
starting level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
a starting level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at a 
starting level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at a starting level. 
【初級レベル】 
・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   

授業中のコミュニケーションを 30％、定期試験の成績を 40％として、授業内容の理解度を問う筆記試験を行う。 

課題提出を 30％として、それまでの授業内容に関して、第 5 回、第 9 回、第 14回に実施し、次時のフィードバックに

より、既習事項の理解度を深めていく。 

授 業 の 概 要 

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

前提として、スピーキング力とリスニング力の向上を図る。 

毎回の授業は English Contrastsの音読と English Grammar Checkと Vision Quest(総合英語)を中心に展開していく。 

この授業の標準的な 1コマあたりの授業外学修時間は、45分とする。 



 教 科 書 ・ 参 考 書 

教科書：English Contrast(Robert Hickling著 金星堂) English Grammar Check(佐藤誠司著 南雲堂)  

Vision Quest(山崎のぞみ他著 啓林館) 

参考書：英語辞書(出版社は問わない) 

指定図書：English Contrasts(金星堂)  

授業外における学修及び学生に期待すること 

「わかる授業」を目指すために授業前には、予習をしっかりと行い、授業中は積極的に参加し、授業後には、既習事項

のさらなる理解のために、授業外学修をきちんと行うことが大切である。また、遅刻・欠席をしないで、真摯な態度で

授業に臨むことが必要である。学んだことをこれから実践の場で自信を持って活かすことができるように、日頃から学

修への関心・意欲を持続させ、自主的かつ積極的に学修する学生に期待する。 

 

 

回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
Orientation  

Unit 1 

授業内容、教科書紹介、授業の進め方、授業外学修の

方法、評価方法などの説明によって、授業を理解する 

第１回講義として Unit1 See You Soonを取り上げる 

            English Grammar Check① 

シラバスを熟読しておく 

内容を把握して理解する 

予習：現在形・過去形 

復習：音読 P15本文 

2 Unit 2 
Welcome to Japan! 

English Grammar Check② 

予習：可算・不加算名詞 

復習：音読 P21 本文 

3 Unit 3 
Sandy’s First Sushi  

English Grammar Check③ 

予習：代名詞 

復習：音読 P27本文 

4 Unit 4 
Festival Fun 

English Grammar Check④   

予習：形容詞と副詞 

復習：音読 P33本文 

5 Unit 5 
Play Ball! 

＊課題提出①       English Grammar Check⑤               

予習：場所・時の前置詞 

復習:音読 P39本文  

6 Unit 6 Lucky Cats          English Grammar Check⑥      
予習：Yes/No疑問文 

復習：音読 P45本文 

7 Unit 7 
No One Sings Like Brian 

               English Grammar Check⑦ 

予習：他動詞と自動詞 

復習：音読 P51本文  

8 Unit 8 
Yui’s Cooking Class 

             English Grammar Check⑧ 

予習：不定詞と動名詞 

復習：音読 P57本文 

9 Unit 9 
Where’s Sandy? 

 ＊課題提出②           English Grammar Check⑨                 

予習：過去形・過去進行形 

復習：音読 P63本文 

10 Unit 10 
Let’s Take a Hike              

English Grammar Check⑩ 

予習：willと be going to 

復習：音読 P69本文 

11 Unit 11 
Time for a Tour 

                        English Grammar Check⑪ 

予習：助動詞の使い分け 

復習：音読 P75本文 

12 Unit 12 
Photos from Hakone 

             English Grammar Check⑫     

予習：比較級と最上級 

復習：音読 P81本文 

13 Unit 13 
Sho’s Barbecue Party 

            English Grammar Check⑬ 

予習：能動態と受動態 

復習：音読 P87本文  

14 Unit 14 
On the Go 

＊課題提出③        English Grammar Check⑭ 

予習：接続詞の使い分け 

復習：音読 P93本文 

15 Unit 15 
Sandy’s Farewell Dinner                    

       English Grammar Check⑮ 

予習：関係詞の使い分け 

復習：音読 P99本文 

16 定期試験  筆記試験を実施する 試験の準備 

 



 

 

 

授業科目（ナンバリング） 英語演習 IＢ (健康栄養) (AC112) 担当教員 幸山 智子 

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

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four-skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at a starting 
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. 
英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグロ

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

に、初級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 a 
starting level. 
・Students will be able to perform tasks using English at a starting 
level. 
・Students will be able to communicate concepts using English a 
starting level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at a starting 
level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at a starting level. 
【初級レベル】 
・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：Materials to be provided by instructor. 
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 
What’s your name? 

Introductions, explanation of syllabus, registration 
Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 1 prev 
vocabulary 
1 review vocabulary 

2 
Unit 1 
What’s your name? Group work, Grammar, & Communication 1 homework 

1 review vocabulary 

3 
Unit 2 
I love fashion Vocabulary, Listening & Conversation  1 homework, review prep. 

 2 preview vocabulary 

4 
Unit 2 
I love fashion 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 
How do you stay healthy? Vocabulary, Listening & Conversation 3 homework 

3 review vocabulary 

7 
Unit 3 
How do you stay healthy? Group work, Grammar, & Communication 3 homework 

3 review vocabulary 

8 
 Unit 4 
How do I get there? Vocabulary, Listening & Conversation  4 preview vocabulary 

4 review vocabulary 

9 
 Unit 4 
How do I get there? 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 
 What’s that? Vocabulary, Listening & Conversation  5 homework 

 5 review vocabulary 

12 
 Unit 5 
 What’s that? Group work, Grammar, & Communication  5 homework 

 5 review vocabulary 

13 
 Unit 6 
What’s your dream? Vocabulary, Listening & Conversation  5 homework, review prep 

 6 preview vocabulary 

14 
 Unit 6 
 What’s your dream? 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ⅠＢ（健康栄養） (AC112) 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・前期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at a 
starting 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. 
英語演習では、英語の 4 技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものや

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

前提に、初級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 a 
starting level. 
・Students will be able to perform tasks using English at a 
starting level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
a starting level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at a 
starting level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at a starting level. 
【初級レベル】 
・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保健医療福祉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。「健康と栄養」に関す

るトピックを通して、英語による「栄養学と食物化学」の基本的な専門用語、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。この授業のねらい

は５つある。①高等教育における英語を理解、②「英語は英語で解決すること」への試み、③保健医療福祉分野の知識

を英語で学ぶ、④「食育と栄養」に関する英語語彙力の強化、⑤英会話力上達に必要な口語表現を学習する。授業では、

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： 『Speaking of Nutrition』Peter Vincent, Alan Meadows,中里菜穂子 著 南雲堂：ISBN 9784523178279 

参考書：『やさしい栄養英語』田中芳文 中里菜穂子 松浦加寿子 著 講談社：ISBN 9784065134146  

指定図書：『はじめての栄養英語』清水雅子 著 講談社：ISBN 9784061556133（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 

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 
「健康と栄養： 

イントロダクション」 

概要説明と英語教授法「タスク」とは？ 

演習：実用的な英語を学ぶ（１）英会話 

課題：ゲーム 

予習：シラバスとテキスト

の確認 

復習：Ch.1 の演習 

２ 
「健康と栄養： 

専門用語」 

演習：実用的な英語を学ぶ（２）英会話 

課題：類義語 「前置詞」「there is / there are」  

予習：Ch.2 

復習：Ch.2 の演習と課題 

３ 
「健康と栄養： 

 専門用語」 

演習：実用的な英語を学ぶ（３）英会話 発表 

課題：類義語 「数詞」 

予習：Ch.3 

復習：Ch.3 の演習と課題 

4 
「健康と栄養： 

 英語表現」 

演習：実用的な英語を学ぶ（４）英会話 発表 

課題：類義語 「味を表す形容詞」「It is ～」 

予習：Ch.4 

復習：Ch.4 の演習と課題 

5 
「健康と栄養： 

 英語表現」 

演習：実用的な英語を学ぶ（５）英会話 英作文 

クイズ（第１回） 

課題：類義語 「可算名詞」「不可算名詞」「数詞」 

予習：Ch.5 と 

クイズ（Ch. 1～4） 

復習：Ch.5 の演習と課題 

6 
「健康と栄養： 

 英会話」 

演習：実用的な英語を学ぶ（６）英会話 英作文 

課題：類義語 「助動詞」 

予習：Ch.6 

復習：Ch.6 の演習と課題 

7 
「健康と栄養： 

 料理と英会話」 

演習：実用的な英語を学ぶ（７）英会話 英作文 

課題：類義語 「助動詞」 

予習：Ch.7 

復習：Ch.7 の演習と課題 

8 
「健康と栄養： 

 英語のレシピ」 

演習：実用的な英語を学ぶ（８）英会話 発表 

課題：類義語 「命令形」 

予習：Ch.8 

復習：Ch.8 の演習と課題 

9 
「健康と栄養： 

 栄養管理」 

演習：実用的な英語を学ぶ（９）英語４技能 

課題：類義語 「助動詞」 

予習：Ch.9 

復習：Ch.9 の演習と課題 

10 
「健康と栄養： 

 食生活」 

演習：実用的な英語を学ぶ（１０）英語４技能 発表 

   クイズ（第２回） 

課題：類義語 「副詞」 

予習：Ch.10 と 

クイズ(Ch.5～9) 

復習：Ch.10 の演習と課題 

11 
「健康と栄養： 

 リサーチ」 

演習：実用的な英語を学ぶ（１１）英語４技能 調査 発

表 

課題：類義語 「栄養表示基準」 

予習：Ch.11 

復習：Ch.11 の演習と課題 

12 
「健康と栄養： 

 栄養士」 

演習：実用的な英語を学ぶ（１２）英語４技能 調査 発

表 

課題：類義語 「時制」 

予習：Ch.12 

復習：Ch.12 の演習と課題 

13 
「健康と栄養： 

 栄養と食事」 

演習：実用的な英語を学ぶ（１３）英語４技能 調査 発

表 

課題：類義語 「時制」 

予習：Ch.13 

復習：Ch.13 の演習と課題 

14 
「健康と栄養： 

 ダイエット」 

演習：実用的な英語を学ぶ（１４）英語４技能 調査 発

表 

課題：類義語 「時制」 

予習：Ch.14 

復習：Ch.14 の演習と課題 

15 
「健康と栄養： 

 食生活」 

演習：実用的な英語を学ぶ（１５）英語４技能 調査 発

表 

   クイズ（第３回） 

課題：類義語 「時制」 

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 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 IB (薬) (AC112) 担当教員 ※Eric Raschke 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  開講年次・時期 1年・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 

a starting level. 

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

starting level. 

・Students will be able to communicate concepts using English 

at a starting level. 

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

starting level. 

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

places and events at a starting level. 

【初級レベル】 

・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：Materials to be provided by instructor. 

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 

It’s nice to meet you. 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 1 prev vocabulary 

1 review vocabulary 

2 
Unit 1 

It’s nice to meet you. 
Group work, Grammar, & Communication 

1 homework 

1 review vocabulary 

3 
Unit 2 

Who are they talking about? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 1 homework, review prep. 

 2 preview vocabulary 

4 
Unit 2 

Who are they talking about? 
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 

When do you start? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

3 homework 

3 review vocabulary 

7 
Unit 3 

When do you start? 
Group work, Grammar, & Communication 

3 homework 

3 review vocabulary 

8 
 Unit 4 

Where does this go? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 4 preview vocabulary 

4 review vocabulary 

9 
 Unit 4 

Where does this go? 
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 

 How do I get there? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework 

 5 review vocabulary 

12 
 Unit 5 

 How do I get there? 
Group work, Grammar, & Communication 

 5 homework 

 5 review vocabulary 

13 
 Unit 6 

What happened? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework, review prep 

 6 preview vocabulary 

14 
 Unit 6 

 What happened? 
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 IB (薬) (AC112) 担当教員 ※Eric Raschke 

展開方法 演習 単位数等 1単位・選択必修  開講年次・時期 1年・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 

a starting level. 

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

starting level. 

・Students will be able to communicate concepts using English 

at a starting level. 

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

starting level. 

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

places and events at a starting level. 

【初級レベル】 

・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：Materials to be provided by instructor. 

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 

What’s your name? 

Introductions, explanation of syllabus, registration 

Vocabulary, Listening & Conversation 

Syllabus, 1 prev vocabulary 

1 review vocabulary 

2 
Unit 1 

What’s your name? 
Group work, Grammar, & Communication 

1 homework 

1 review vocabulary 

3 
Unit 2 

I love fashion 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 1 homework, review prep. 

 2 preview vocabulary 

4 
Unit 2 

I love fashion 
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 

How do you stay healthy? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

3 homework 

3 review vocabulary 

7 
Unit 3 

How do you stay healthy? 
Group work, Grammar, & Communication 

3 homework 

3 review vocabulary 

8 
 Unit 4 

How do I get there? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 4 preview vocabulary 

4 review vocabulary 

9 
 Unit 4 

How do I get there? 
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 

 What’s that? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework 

 5 review vocabulary 

12 
 Unit 5 

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

 5 homework 

 5 review vocabulary 

13 
 Unit 6 

What’s your dream? 
Vocabulary, Listening & Conversation 

 5 homework, review prep 

 6 preview vocabulary 

14 
 Unit 6 

 What’s your dream? 
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ⅠＢ（薬） (AC112) 担当教員 ※満屋 敏夫 

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

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at a starting 
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. 
英語演習では、英語の 4技能の向上を目指す。トピックとしては、学生の専攻分野に関するものやグロ

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

初級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 a 
starting level. 
・Students will be able to perform tasks using English at a 
starting level. 
・Students will be able to communicate concepts using English at 
a starting level. 
・Students will be able to offer and follow instructions at a 
starting level. 
・Students will be able to discuss familiar topics such as people, 
places and events at a starting level. 
【初級レベル】 
・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   

授業中のコミュニケーションを 30％、定期試験の成績を 40％として、授業内容の理解度を問う筆記試験を行う。 

課題提出を 30％として、それまでの授業内容に関して、第 5回、第 9回、第 14回に実施し、次時のフィードバックによ

り、既習事項の理解度を深めていく。 

教 科 書・参 考 書 

教科書：Good Health, Better Life(西原俊明他著 金星堂)  

        Understanding and Using English Syntax(羽井佐明彦他著 朝日出版社) 

参考書：英語辞書(出版社は問わない) 

指定図書：Good Health, Better Life(西原俊明他著 金星堂)  

授 業 の 概 要 

「わかる授業」を目指すために授業前には、予習をしっかりと行い、授業中は、積極的に参加し、授業後には、既習事項のさら

なる理解のために、授業外学修をきちんと行うことが大切である。また、遅刻・欠席をしないで、真摯な態度で授業に臨むことが必要

である。学んだことをこれから実践の場で活かすことができるように、日頃から学修への関心・意欲を持続させ、自主的かつ積極的

に学修する学生に期待する。 



回 テ ー マ 授 業 の 内 容    予習・復習 

1 
オリエンテーション 

英語診断テスト 

授業内容、教科書紹介、授業の進め方、授業外学修

の方法、評価方法などの説明により授業を理解する 

シラバスを熟読しておく 

内容を把握して理解する 

2 Unit 1 
What Country is the Fattest World?       

UUES Unit 1(名詞句 その 1) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 1本文音読 

3 Unit 2 
What Do We Know about Sleep Talking? 

UUES Unit 2(名詞句 その 2) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 2本文音読 

4 Unit 3 
Why Are Bug Bites Dangerous? 

UUES Unit 3(名詞節 その 1) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 3本文音読 

5 Unit 4 

What Kind of Bacteria Can Be Found in the 

Great Reef? 

UUES Unit 4(名詞節 その 2)     ＊課題提出① 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 4本文音読 

6 Unit 5 
How Much Caffeine Can We Take? 

UUES Unit 5(形容詞句 その 1) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 5本文音読 

7 Unit 6 

How Does the Love Hormone Oxytocin Work to 

improve Relationships? 

UUES Unit 6(形容詞節 その 1) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 6本文音読 

8 Unit 7 
What can Happen when You’re Too Clean 
UUES Unit 7(形容詞節 その 2) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 7本文音読 

9 Unit 8 
Does Gender Affect Cancer Susceptibility? 

UUES Unit 8(副詞句 その 1)    ＊課題提出② 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 8本文音読 

10 Unit 9 

Why Do Many of Us Develop Fear of Heights with 

Age? 

UUES Unit 9(副詞句 その 2) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 9本文音読 

11 Unit 10 
What Are the Dangers of a Sweltering Summer? 

UUES Unit 10(副詞節 その 1) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 10本文音読 

12 Unit 11 

Which Makes a Better Athlete, Being a Night Owl 

or an Early Bird? 

UUES Unit 11(副詞節 その 2) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 11本文音読 

13 Unit 12 
How Better to Release Your Stress? 

UUES Unit 12(副詞節 その 3) 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 12本文音読 

14 Unit 13 

What Are the Differences between Real and 

Robotic Pets? 

UUES Unit 13(動詞相当語句)   ＊課題提出③ 

予習：新出単語・熟語 

復習：Unit 13本文音読 

15 Review Test 
既習事項 Unit 1～Unit 13 の復習テスト 

UUEs Unit14(知覚動詞・使役動詞・動詞相当語句) 

予習:Unit 1～Unit 13 

復習:既習事項の復習 

16 定期試験 筆記試験を実施する 定期試験の準備 

 



授業科目（ナンバリング） 英語演習ⅠＢ (薬) (AC112) 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・前期 クラス Basic 

授 業 の ね ら い  

アクティブ 

ラーニング 

の 類 型 

This is a four skills course that focuses mainly on English speaking and listening skills at 

a starting 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. 

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

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

に、初級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 

a starting level. 

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

starting level. 

・Students will be able to communicate concepts using English 

at a starting level. 

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

starting level. 

・Students will be able to discuss familiar topics such as 

people, places and events at a starting level. 

【初級レベル】 

・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 basic/beginner 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：なし（Materials will be provided by instructor） 

参考書：Japanese ⇄ English Dictionary  (digital or paper) 

指定図書：英検３級をひとつひとつわかりやすく。山田暢彦 著 学研プラス（ISBN : 4053046009） 

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  Nice to meet you! 
Introductions, explanation of syllabus.  

45-second Introductions. 

シラバスを読んで予習 

be動詞の復習 

2 What’s up? 
Polar Questions(yes/no) VS. Non-polar Questions 

(what, when, where, who, why, how, how many) 

疑問文の予習 

第 1回授業の復習 

3 How are you? 
Adjectives and detailed explanations of things 

and feelings. 

形容詞の予習 

第 2回授業の復習 

4 Tell me why! 
Compound Sentences VS. Complex Sentences 

(FANBOYS!)              (Because…) 

重文の予習 

第 3回授業の復習 

5 Story time... 
Listening, understanding, comprehending, and 

relating real-life English.  

英語ﾆｭｰｽでﾘｽﾆﾝｸﾞ予習 

第 4回授業の復習 

6 Story time continued... Presentation preparation and practice. 
プレゼンテーション予習 

第 5回授業の復習 

7 Story time presentations! In-class presentations 
プレゼンテーション予習 

第 1～5回授業単語復習 

8 See, Do, Explain! 

To the best of your ability, watch an action, 

repeat the action and finally, explain the action 

using English. 

予習：自分の得意能力につ

いて英文にまとめる 

第 7回授業単語復習 

9 Midterm Test 
In-class written test. Includes listening and 

speaking. 
中間試験の準備学習 

10 Sit back and relax! 
In-class movie day! However, listen carefully… 

there will be questions about the movie! 

好きな洋画の予習 

疑問文の復習 

11 What is your favorite song? Group research project preparation and practice. 
好きな洋楽の予習 

第 10回授業の復習 

12  The Main Stage! Group research project presentations. 
プレゼンテーション予習 

第 11回授業の復習 

13 
Making important 

decisions... 

Using English to make decisions and simple and 

difficult situations of life. 

予習：重要な意思決定場面

について英文にまとめる 

第 12回授業の復習 

14  What’s your problem? 
Focusing on number skills, use English to talk 

about mathematics! 

数字の英語読みについて

予習 

第 13回授業の復習 

15 A day of review and play.  A class to review,and play a few games! 

予習：これまでの授業内容

をまとめる 

第 14回授業の復習 

16 定期試験  筆記試験 定期試験の準備学習 
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