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あ

教本：
資料とタスクシートを配付する。

参考文献：
大島弥生他（2014）『ピアで学ぶ大学生の日本語表現［第⚒版］ プロセス

重視のレポート作成』ひつじ書房 ￥1,728
成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。

授業内容への参加状況等（20％）、提出物・自己評価表（20％）、実作のレポート・小論文（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
レポート・論文の書き方を学びます。能動的にテーマを見つけ、論理的に文章をまとめる技能を身につけます。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション アカデミックライテイングとは 事前自己評価 事前：シラバスを読んでくる
事後：レポートの文体の確認 講義

2 レポートの形式 構成、見出しの立て方、説明の順序、論理性、参考文献について 事前：疑問点を洗い出す
事後：ノート・資料の整理と復習 演習

3 レポートのテーマを考える 事前：関心のある事柄をあげる
事後：情報を集める 演習

4 レポートの構想を練り、情報を集める 情報の集め方 事前：なし
事後：情報を集める 演習

5 情報を整理し、レポートの目標を定める 事前：なし
事後：ノート・資料の整理と復習 演習

6 レポート作成① 文章を組み立てる パラグラフ・ライティング 文献引用のしかた 事前：アウトラインを考える
事後：レポート第一稿完成 演習

7 レポート作成② 自己点検とピア活動 レポートの目的と書き方をまとめる 事前：レポートの自己点検
事後：レポートの加筆・修正 演習

8 小論文の分析 論理的思考と文章構成の関係を探る、論理性や表現について検証する 事前：なし
事後：ノート・資料の整理と復習 演習

9 小論文を書く①〈社会問題に関するテーマ〉 事前：小論文の書き方の確認
事後：小論文の自己点検 演習

10 小論文を書く②〈文化・言語に関するテーマ〉 事前：小論文の書き方の確認
事後：小論文の自己点検 演習

11 小論文を書く③〈生き方に関するテーマ〉 事前：小論文の書き方の確認
事後：小論文の自己点検 演習

12 レポート発表① 事前：レジメ作成
事後：発表コメントをまとめる 演習

13 レポート発表② 事前：レジメ作成
事後：発表コメントをまとめる 演習

14 レポート発表③ 事前：レジメ作成
事後：発表コメントをまとめる 演習

15 まとめ ポートフォリオの中身を振り返り、事後自己評価をする 事前：ポートフォリオの整理
事後：ノート・資料の整理と復習 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アカデミックライティング(Japanese Language Expression A（Academic Writing）） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 澤田 帆奈美

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
実際に書かれたレポートや小論文を分析し、問題点とその原因・改善の方法を報告し合う。そして、わかりやすく説得力のある文章とは、どこがどう優

れているのかを具体的に見出す。さらに、実作を通して効果的な書き方を考え、実践力を向上させる。ルーブリック・ポートフォリオによる評価を行う。

授業目標：
⚑．アカデミックライティングとは何か、その目的・種類を理解し、レポート・論文を作成するための方法を考える。
⚒．レポート・論文作成の実践力を向上させる。
⚓．中学校・高等学校国語教員志望者の教材研究に必要な知識と方法を身につける。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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2

教本：
プリントを配布する。

参考文献：
⚑．藤岡信勝著「教科書が教えない東南アジア」扶桑社 ￥1,500＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（授業参画度、小テスト等）（40％）、定期試験（60％）等

学生へのアドバイス：
グローバルに活躍したい人、アジアを愛する人、楽しく学びましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：なし
事後：配布プリントを読返す 講義

2 アジアの宗教（Ⅰ）アジア各地で信じられている宗教を学び交流の仕方を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

3 アジアの宗教（Ⅱ）アジア各地で信じられている宗教を学び、交流の仕方を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

4 アジアの宗教（Ⅲ）アジア各地で信じられている宗教を学び、交流の仕方を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

5 リゾート開発：南の島で開発されるリゾートとその問題点を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

6 途上国観光：途上国における観光の経済的価値と失われるものを考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

7 人身売買：なぜ人身売買が起こるのか、人身売買をしてどうするのかを考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

8 アジアの世界遺産：なぜ欧州に世界遺産は偏在するのか、アジアの代表的な世界遺産
を考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

9 麻薬問題：欧州では、なぜ、麻薬の取り締まりが緩和されつつあるのか考える 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

10 水問題：今まで、石油の奪い合いが戦争に発展したが、今後は水の奪い合いが戦争にな
るとなぜ言われるのか。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

11 アジア史：アジアのほとんどの国が植民地化されてしまった中で、なぜ、日本とタイだ
けが植民地化されなかったのか。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

12 ロングステイ：避暑、悲観などの気候や経済的理由などで居住地を変更する場合の課
題を考察する。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

13 東南アジア：政治経済や文化で注目されている国々を取り上げ、実態を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

14 貧困問題：貧困から起きる問題を取り上げ、解決策を考える。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

15 白人略奪の歴史：アジアの資源、文化がどのように略奪されていったのかを考察され
る。

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アジア観光論Ｂ（Asian Tourism Study B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大井 功

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
21世紀、世界はアジアを中心に大交流時代に突入する。アジアの人々とのより良い交流のため、アジアの人々の価値観や行動基準を学ぶ。

授業目標：
アジアの文化を学び、アジアの人々と交流ができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
プリントを配布する。

参考文献：
⚑．御堂龍児著「風水の秘密」 ごま書房 ￥866＋税
⚒．大井功著「チベット文化を読み解く」 祥伝社￥780＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（授業参画度、小テスト等）（40％）、定期試験（60％）等

学生へのアドバイス：
グローバルに活躍したい人、アジアを愛する人、楽しく学びましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：なし
事後：配布プリントを読返す 講義

2 アジアがわかる(Ⅰ)：アジアの政治体制やアジア民族を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

3 アジアがわかる(Ⅱ)：アジアの経済動向やアジアの貿易を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

4 アジアの女性たち：アジアの女性指導者、人身売買を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

5 イスラム文化：イスラム教徒の世界観や他の宗教との関係を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

6 仏教文化：輪廻転生、仏教の教えなどを考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

7 ヒンドゥー教：カースト制度、サティ、ダウリ、幼児婚を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

8 ユダヤ文化：旧約聖書、バルフォア宣言、ユダヤ人を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

9 キリスト文化：新約聖書、宗教改革、キリスト教の矛盾を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

10 神道文化：穢れと差別、言霊、怨霊信仰、天皇崇拝を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

11 儒教文化：批林批孔、位牌のルーツ、忠孝一致を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

12 武士道：武士道と騎士道、名誉、切腹、内助の功を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

13 客 家：流浪の民、男女平等の中の貞女、客家系財閥を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

14 風 水：陰陽五行、風水都市、五行早生を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

15 チベット仏教：ダライ・ラマ14世、中道のアプローチを考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アジア文化研究Ａ（Asian Study A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大井 功

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
21世紀はアジアの時代と言われ、アジアを中心に世界が動き出す。アジアの人々とのより良い交流のため、アジアの人々の価値観や行動の基準を学ぶ。

授業目標：
アジアの文化を学び、アジアの人々と国際交流ができる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式



1~3年次用シラバス-01  Page 4 19/03/14 11:34

4

教本：
プリントを配布する。

参考文献：
⚑．柴田明夫著「水戦争」 ￥760＋税
⚒．山下清海著「チャイナタウン」 丸善 ￥2,300＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（授業参画度、小テスト等）（40％）、定期試験（60％）等

学生へのアドバイス：
グローバルに活躍したい人、アジアを愛する人、楽しく学びましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 アジアの水問題：水不足と水汚染、地下水の危機、国際河川、水道の民営化を考察す
る。

事前：なし
事後：配布プリントを読返す 講義

2 タクシンと国王：タクシン逃亡、クーデター、軍の利権を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

3 麻薬文化：阿片戦争、日本と阿片、マリファナと喫煙を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

4 人身売買：子供の誘拐、臓器売買、ペドファイルを考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

5 アジアのリゾート：リゾート開発と観光文化を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

6 アジアの世界遺産：世界遺産リストの問題点を考察する。（アンコール・ワット、ター
ジマハルなど）

事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

7 ロングステイ：日本人移民、シルバーコロンビア計画、海外ロングステイを考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

8 途上国観光：途上国の観光資源、観光の波及効果を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

9 華 人：アリババ商法、プリブミ、ペラナカンなどを考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

10 貧 困：物乞いと宗教、薬物依存、児童労働などを考察する。。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

11 白人略奪の歴史：マゼランの海賊行為、イエズス会と殺戮などを考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

12 アジア史の真実：大英帝国とインド、日露戦争の意味を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

13 東南アジア史：経済発展、独立、開発独裁を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

14 チベット文化：文化的虐殺、結婚制度、葬儀を考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

15 シンガポールの歴史と文化：クリーン＆グリーン、カジノを考察する。 事前：参考文献・類書を読む
事後：配布プリントを読返す 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アジア文化研究Ｂ（Asian Study B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 大井 功

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
21世紀はアジアの時代と言われ、アジアを中心に世界が動き出す。アジアの人々とのより良い交流のため、アジアの現状と課題を学ぶ。

授業目標：
アジアの課題を知り、解決策がわかる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
⚑．小田切博『キャラクターとは何か』筑摩書房 ￥735

参考文献：
⚑．津堅信之『アニメーション学入門』平凡社 ￥903

他授業中に適宜指示する。
成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。

平常点（40％）、小テスト・レポート等（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
できるだけ先入観をもたずにきてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 アニメーションの現状 事前：なし
事後：なし 講義

2 「アニメ」とは何か 事前：なし
事後：なし 講義

3 「アニメ」とは何か 事前：なし
事後：なし 講義

4 メディアとしてのアニメ 事前：なし
事後：なし 講義

5 メディアとしてのアニメ 事前：なし
事後：なし 講義

6 戦後アニメ史 事前：なし
事後：なし 講義

7 戦後アニメ史 事前：なし
事後：なし 講義

8 戦後アニメ史 事前：なし
事後：なし 講義

9 戦後アニメ史 事前：なし
事後：なし 講義

10 戦後アニメ史 事前：なし
事後：なし 講義

11 マーチャンダイズ 事前：なし
事後：なし 講義

12 マーチャンダイズ 事前：なし
事後：なし 講義

13 周辺文化 事前：なし
事後：なし 講義

14 周辺文化 事前：なし
事後：なし 講義

15 まとめ、総論 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アニメーション研究（Cartoon Study） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 小田切 博

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
「アニメ」というメディアの具体的な仕組みから、テクノロジー。産業、釈迦雨滴受容の変化など、その文化としてのあり方を多角的に検証する。

授業目標：
「アニメ」とは何か、「アニメ」がどう社会と関係しているかを具体的に考えてもらうことを目標とする。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
なし。

参考文献：
松田素二編『アフリカ社会を学ぶ人のために』世界思想社、2014年、
￥2,300＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
＜聞く、読む、考える、書く、伝える、質問する＞力を養ってください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 イントロダクション 事前：シラバス確認
事後：配付資料・ノート復習 講義

2 人類の誕生、「アフリカ起源」説、進化 事前：世界史
事後：配付資料・ノート復習 講義

3 世界拡散、外見の違い 事前：世界史
事後：配付資料・ノート復習 講義

4 食料獲得と暮らし方：狩猟採集、牧畜、農耕、デジタル革命 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

5 親族、親子、婚姻のかたち 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

6 古王国、「非」文字社会の歴史 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

7 小まとめ 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

8 ｢大航海時代」、「奴隷貿易」 事前：世界史
事後：配付資料・ノート復習 講義

9 ｢植民地支配」、アフリカの分割、「民族」の創出 事前：世界史
事後：配付資料・ノート復習 講義

10 土着宗教、世界宗教 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

11 アフリカ諸国の独立、南アフリカのアパルトヘイト 事前：世界史
事後：配付資料・ノート復習 講義

12 ｢民族」紛争、「宗教」対立の背後にあるもの 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

13 レポート作業 事前：
事後：レポート作成

講義
（グループワーク）

14 レポート発表、質疑応答、提出 事前：レポート作成
事後：

講義
（プレゼン、討論）

15 まとめ 事前：配付資料・ノート復習
事後：試験準備 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アフリカ文化研究Ａ（Introduction to African Culture & Society A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 川添 裕子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 世界史、地理の基礎知識が必要です。

授業概要：
人類は700万年前にアフリカで誕生したと言われています。約20万年前に誕生したホモ・サピエンスが世界に拡散していったのが⚕万年前です。アフリ

カは数百万年間先進地域でした。本授業では、アフリカの歴史、他地域との関係、人々の社会と文化について学びます。アフリカ社会、あなたとアフリカ
の人々、日本とアフリカ諸国の関係を捉え直すための知識と態度を養ってください。
授業目標：

⚑．アフリカの歴史を学ぶ
⚒．ステレオタイプなイメージとアフリカの現実の間の差について学ぶ
⚓．アフリカ社会を捉え直す

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
なし。

参考文献：
松田素二編『アフリカ社会を学ぶ人のために』世界思想社、2014年、
￥2,300＋税

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
＜聞く、読む、考える、書く、伝える、質問する＞力を養ってください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 イントロダクション 事前：シラバス確認
事後：配付資料・ノート復習 講義

2 人類史から見たアフリカ：人類誕生と「先進」地域 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

3 アフリカの困難：コロニアリズム（植民地主義）、独立 事前：世界史
事後：配付資料・ノート復習 講義

4 アフリカの困難：ポストコロニアリズム、紛争 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

5 アフリカの困難：「開発援助」の問題 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

6 アフリカの困難：「介入」の問題 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

7 アフリカの力 歴史、多文化、資源、若さ 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

8 アフリカの力：太鼓言葉、マルチリンガル（多言語話者） 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

9 アフリカの力：ポピュラーアート（ダンス、音楽、シネマ） 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

10 アフリカの力：ポピュラーアート（ダンス、音楽、シネマ） 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

11 小まとめ：アフリカの光と影 事前：世界史
事後：配付資料・ノート復習 講義

12 協定校を知ろう：モロッコ、セネガル 事前：
事後：配付資料・ノート復習 講義

13 レポート作業 事前：
事後：レポート作成

講義
（グループワーク）

14 レポート発表、質疑応答、提出 事前：レポート作成
事後：

講義
（プレゼン、討論）

15 まとめ 事前：配付資料・ノート復習
事後：試験準備 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アフリカ文化研究Ｂ（Introduction to African Culture & Society B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 川添 裕子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 世界史、地理の基礎知識が必要です。アフリカ文化研究Ａを修得していることが望ましい。

授業概要：
人類は700万年前にアフリカで誕生したと言われています。約20万年前に誕生したホモ・サピエンスが世界に拡散していったのが⚕万年前です。アフリ

カは数百万年間先進地域でした。本授業では、アフリカの歴史と困難、そして潜在力について学びます。アートや音楽やダンス、松蔭大学の協定校につい
ても紹介します。アフリカの人々を共に生きる友人としてみる態度と知識を養ってください。
授業目標：

⚑．アフリカの歴史を学ぶ
⚒．アフリカの多様性を学ぶ
⚓．アフリカ社会を捉え直す

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
教科書は使用しない。プリントを配付する。

参考文献：
適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（小テスト、授業参加状況、受講態度）（50％）と定期試験（50％）で総合的に評価する。

学生へのアドバイス：
講義が一方通行にならぬようＱ＆Ａの時間を毎回設けると共に随時ディスカッションの時間もとる予定。学生諸君の積極的な参加を期待します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：―
事後：― 講義

2 アメリカ観光の概要⚑、まとめ、WS(注) 事前：予習
事後：復習 講義

3 アメリカ観光の概要⚒、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

4 アメリカの交通産業⚑、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

5 アメリカの交通産業⚒、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

6 アメリカの宿泊産業⚑、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

7 アメリカの宿泊産業⚒、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

8 アメリカの旅行産業、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

9 アメリカのコンベンション産業、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

10 アメリカの連邦・州・市の観光政策、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

11 アメリカの観光資源、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

12 事例研究：ビッグアップルグリーター協会、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

13 事例研究：ラスベガスとオーランド、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

14 事例研究： ロードスカラーとAARP、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

15 前期まとめ 事前：予習
事後：復習 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アメリカ観光論Ａ（Tourism in the United States A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 澤田 利彦

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
アメリカは観光の分野においてもその規模、先進性において常に他国をリードしてきた観光大国。アメリカで起こったことは他国でも起こることが少な

くない。このためアメリカ観光論Ａでは下記の授業計画のとおり交通、宿泊、旅行、コンベンションの各産業、連邦や州や市の観光政策、自然保護、歴史
遺産の保護などについて幅広く学ぶ。
授業目標：

観光の分野においても世界の最先端を走る米国の観光について学び、理解すること。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式 (注)WS：授業終了前15分程度で、与えられたテーマについて150字程度の文章を作成・提出
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教本：
教科書は使用しない。プリントを配付する。

参考文献：
適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（小テスト、授業参加状況、受講態度）（50％）と定期試験（50％）で総合的に評価する。

学生へのアドバイス：
講義が一方通行にならぬようＱ＆Ａの時間を毎回設けると共に随時ディスカッションの時間もとる予定。学生諸君の積極的な参加を期待します。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：―
事後：― 講義

2 アメリカの国内観光⚑、まとめ、WS(注) 事前：予習
事後：復習 講義

3 アメリカの国内観光⚒、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

4 アメリカのインバウンド観光⚑、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

5 アメリカのインバウンド観光⚒、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

6 アメリカのアウトバウンド観光⚑、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

7 アメリカのアウトバウンド観光⚒、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

8 アメリカの旅行メディア、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

9 アメリカの観光政策⚑、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

10 アメリカの観光政策⚒、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

11 アメリカの観光資源⚑、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

12 アメリカの観光資源⚒、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

13 アメリカのまちづくり、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

14 ブランソンとナッシュビル、まとめ、WS 事前：予習
事後：復習 講義

15 後期まとめ 事前：予習
事後：復習 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アメリカ観光論Ｂ（Tourism in the United States B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 澤田 利彦

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
アメリカは観光の分野においてもその規模、先進性においても常に他国をリードしてきた観光大国である。アメリカで起こったことは他国でも起こるこ

とが少なくない。このためアメリカ観光論Ｂでは下記の授業計画のとおりアメリカ観光論Ａでカバーしきれなかったテーマについてもカバーする。

授業目標：
観光の分野においても世界の最先端を走る米国の観光について学び、理解すること。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式 (注)WS：授業終了前15分程度で、与えられたテーマについて150字程度の文章を作成・提出



1~3年次用シラバス-01  Page 10 19/03/14 11:34

10

教本：
「The Americans :The Democratic Experience」 Daniel Boorstin著 他、
随時指定。

参考文献：
「アメリカの社会と政治」五十嵐武ほか 有斐閣 ￥2,500
他著、随時プリント配布。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（70％）、小テスト・レポート等（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
アメリカに関するニュースに日ごろより注意を向けておく。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 授業概要 事前：なし
事後：なし 講義

2 アメリカ概論 事前：なし
事後：なし 講義

3 アメリカ史以前 事前：レポート
事後：なし 講義

4 アメリカ史前期 事前：なし
事後：なし 講義

5 アメリカ史中期 事前：なし
事後：なし 講義

6 アメリカ史後期 事前：なし
事後：なし 講義

7 民族と人種 事前：なし
事後：レポート 演習

8 言語と言語文化 事前：なし
事後：レポート 演習

9 移民史前期 事前：なし
事後：レポート 演習

10 移民史後期 事前：なし
事後：なし 講義

11 移民史における日系人 事前：なし
事後：なし 演習

12 テーマ研究：テーマ設定 事前：なし
事後：レポート 演習

13 テーマ研究：研究方法 事前：レポート
事後：なし 演習

14 テーマ研究発表 事前：レポート
事後：なし 演習

15 まとめと展望 事前：レポート
事後：なし 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アメリカ文化研究Ａ（American Study A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
アメリカの歴史を辿り、メディアの発達との関係にも着目しながら、人種、ジェンダー、宗教などの様々な領域、また地域、都市、州、連邦など異なっ

た区分から、アメリカを多面的に観察し、理解する。

授業目標：
日本にとって身近な国であるアメリアが、その成立から異なっていることを理解し、その歴史や社会を知る。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
物語アメリカの歴史 猿谷要著 （中公新書860円）ほか随時指定。

プリント配布。

参考文献：
「世界史年表地図」吉川弘文館 1,300円
他、随時プリント配布。

成績評価の方法、評価基準：
授業内容への参加状況等（60％）、小テスト・レポート等（40％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
アメリカに持つ固定したイメージを破っていく。正確な知識を得て、新しい視点を切り開いていく姿勢を持ちたい。日本人が国際化されていく過程やそ

の問題などを、日系史を通じて知りえるかもしれない。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 アメリカの移民概論 事前：
事後： 講義

2 新移民たちと理由 事前：
事後： 講義

3 社会改革の道のり 事前：レポート
事後： 講義

4 ア第二次金ピカ時代と人種 事前：
事後： 講義

5 ハーレムとアフリカ系の文化 事前：
事後： 講義

6 真珠湾への道 事前：
事後： 講義

7 日系人と日本人 事前：
事後：レポート 演習

8 第二次大戦と日系アメリカ人 事前：
事後：レポート 演習

9 冷戦時代 事前：
事後： 講義

10 アメリカの生活文化 事前：
事後： 講義

11 平等への戦いとアフリカ系アメリカ人 事前：
事後：レポート 講義

12 50、60、70年代のアメリカとアジア系アメリカ人 事前：レポート
事後： 講義

13 テーマ研究とその研究方法 事前：レポート
事後： 演習

14 テーマ研究発表 事前：レポート
事後： 演習

15 まとめと展望 事前：レポート
事後： 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) アメリカ文化研究Ｂ（American Study B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 異文化コミュニケーション論か異文化共生論、アメリカ研究A

そ の 他 異文化コミュニケーションの基礎理論を踏まえており、アメリカ概論を知っていることを望む。

授業概要：
アメリカの移民たちの歴史を主に日系史をたどりながら知り、アメリカの社会と文化の発展と変容に注目する。

授業目標：
日本にとって身近な国であるアメリカが、その成立から異なっていることを移民史に焦点をあてながら理解する。移民史の中に、明治元年から始まった

日系アメリカ人の移民の歴史や社会、文化があることを知り、現代アメリカと日本の現在を洞察する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
六法を必ず準備してください。

参考文献：
初回講義日に伝えます。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
授業および授業内容等への参加を積極的とし、特に六法の活用を心がけてください。予習・復習もお願いします。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス（開講にあたって） 事前：
事後：事後の復習 講義

2 企業形態と会社 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

3 会社の概念 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

4 会社の種類 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

5 会社の住所・商号 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

6 会社の使用人と代理商 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

7 事業と事業譲渡 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

8 会社における開示と公示（広告と登記） 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

9 株式会社法概説 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

10 株式会社の規模とその規制 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

11 株式会社の設立 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

12 株式 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

13 株式会社の機関（総説） 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

14 株式会社の機関（総会） 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

15 株式会社の機関（、取締役会、役員等） 事前：事前の予習
事後：事後の復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 安全・安心の会社法及び関連法（Corporation law） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 新城 將孝

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他

授業概要：
資本主義経済社会における企業（会社）、中でも株式会社について概観する。条文・制度の趣旨を分かりやすく解説していきます。会社法の基本的な考え

方、全体像（株式会社の機関まで）を理解できるように努める。

授業目標：
会社法の基本的な考え方、全体像（株式会社の機関まで）の理解・把握を目標とします。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
各回ハンドアウトを配ります。

参考文献：
適宜指示します。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（25％）、定期試験（25％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
やや高度な議論になりますが、安全保障問題へ関心のある学生の参加を歓迎します。日本国内では他では学ぶことが難しい内容と思いますので、意欲の

ある皆さんは是非受講してみてください。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

2 国際関係学と安全保障 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

3 国際関係学と安全保障 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

4 安全保障と脅威② 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

5 リスク社会論 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

6 リスク社会論 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

7 安全保障への当てはめ 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

8 ミニテスト・前半のまとめをします。 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

9 軍事的安全保障とリスク 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

10 国内政治要因とリスク 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

11 経済的安全保障とリスク 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

12 環境の安全保障とリスク 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

13 社会的安全保障（移民）とリスク 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

14 安全保障でのリスク論の限界 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

15 安全保障とリスク：まとめ 事前：特になし
事後：ハンドアウト復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 安全保障とリスク（Security and Risks） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 髙𣘺𣘺 敏哉

履 修 条 件
前提科目 国際関係論Ｉの事前履修が望ましい。

そ の 他 なし

授業概要：
国際関係学の重要分野である安全保障に関し、リスクの観点がどのように取り入れられてきたかについて概説します。前半は、国際関係学での安全保障

論の基本的な視点を学びます。次に、社会学の分野から生まれたリスク社会論について検証します。後半は、リスク評価の安全保障への当てはめとして、
各安全保障のフィールド（拡大した安全保障）で、リスク論がどのような視点を提示しているかについて見ていきます。
授業目標：
⚑．安全保障に関する伝統的な脅威論とリスク論の違いを理解する。
⚒．安全保障の諸分野でどのようなリスクが議論されているのかを知る。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
テキストは使用せず、適宜プリントを配布する。

参考文献：
授業中に適宣資料を配布する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（50％）、レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
常に世界の出来事に関心を持ち、積極的に授業に臨んでください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 授業の進め方についての説明 事前：シラバスの熟読
事後：授業の復習 講義

2 ⚔つの国 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

3 湖水地方 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

4 ストラッドフォード・アポン・エイボン 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

5 ロンドン 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

6 ウェセックス 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

7 ウインチェスター 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

8 オックスブリッジ 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

9 コッツウォルズ 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

10 カンタベリー 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

11 マンチェスター 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

12 シャーロック・ホームズ 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

13 グラストンヴェリー 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

14 ヨークシャー 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

15 ノッテンガム 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) イギリス文化研究Ａ（English Study A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 阿部 美恵

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
授業では、イギリスの文化を文学・自然・風土・伝説などのテーマごとに考察し、異文化への理解を図る。イギリスの文化をより深く理解するために、

映像による作品鑑賞や原書講読を行う。

授業目標：
多様性に富んだイギリスの文化を、歴史的・社会的・文化的に様々な角度から学ぶことによって、異なる文化を理解し、受容する態度を習得することを

目標とする。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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い

教本：
テキストは使用せず、適宜プリントを配布する。

参考文献：
初回講義日に伝える。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
常に世界の出来事に関心を持ち、積極的に授業に臨んでください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 授業の進め方と評価方法についての説明 事前：シラバスの熟読
事後：授業の復習 講義

2 Chapter 11 Sherlock Holms 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

3 Chapter 12 Glastonbury 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

4 Chapter 13 Liverpool 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

5 Chapter 14 The Potteries(The Midlands) 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

6 Chapter 15 Yorkshire(Harworth) 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

7 Chapter 15 Yorkshire(Harworth) 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

8 映像による作品鑑賞 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

9 Chapter 16 Nottingham(Sherwood Forest) 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

10 Chapter 17 Edinburgh：The Athens of the North 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

11 Chapter 17 Edinburgh：The Athens of the North 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

12 Chapter 18 Scotch Whisky(Scotland) 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

13 Chapter 19 Dublin(The Republic of Ireland) 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

14 Chapter 20 Irish-American(Ireland) 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

15 まとめ 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) イギリス文化研究Ｂ（English Study B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 阿部 美恵

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
授業ではイギリスの文化を、文学・自然・風土・伝説などのテーマごとに探索し、併せて時代背景や社会状況を解説します。
文化を深く理解するために、映像による作品鑑賞や文学作品の原書の講読などを行います。

授業目標：
イギリスの文化を概観し、イギリスの文化を通して異文化理解を図ることを授業の目標にします。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
必要に応じてプリント配布。

参考文献：
⚑．異文化コミュニケーション入門 池田理知子・E. M. クレーマ著

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（70％）、小テスト・レポート等（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
出席は必須。講義のノートは怠らないように。理解力と考える力を養いましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 授業概要 事前：なし
事後：なし 講義

2 自己とは何か⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

3 自己とは何か⚒ 事前：レポート
事後：なし 講義

4 自文化を考える 事前：なし
事後：なし 講義

5 自己と他者⚑ 事前：レポート
事後：なし 講義

6 自己と他者⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

7 異なる文化を考える 事前：なし
事後：なし 講義

8 時間と文化 事前：なし
事後：なし 講義

9 時間を考える⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

10 空間と文化 事前：なし
事後：なし 講義

11 空間を考える⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

12 空間を考える⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

13 グローバル社会を考える⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

14 グローバル社会を考える⚒ 事前：レポート
事後：なし 講義

15 まとめ 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 異文化共生論Ａ（Intercultural Understanding A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 異文化コミュニケーション論

そ の 他 なし

授業概要：
地球という私たちの居場所には、異なった言語、民族、宗教、政治、社会が存在している。近来の目覚ましい情報の発達にうより、地球は狭くなったと

言われるが、その反面、誤解や無理解が増幅し、亀裂を生むことが少なくない。異なった文化をお互いに理解し、生かし、共存、共生していく知恵や方法
を学ぶ。
授業目標：

自己とは何か。自己と他者、自文化と異なる文化の違いや共通性を認識して、共生への道を考える。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
必要に応じてプリント配布。

参考文献：
⚑．異文化コミュニケーション入門 池田理知子・E. M. クレーマ著

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（70％）、小テスト・レポート等（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
出席は必須。講義のノートは怠らないように。理解力と考える力を養いましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 授業概要 事前：なし
事後：なし 講義

2 言語を考える⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

3 言語を考える2 事前：レポート
事後：なし 講義

4 言語と文化を考える 事前：なし
事後：なし 講義

5 異文化体験を考える⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

6 異文化体験を考える⚒ 事前：レポート
事後：なし 講義

7 異文化体験を考える⚓ 事前：なし
事後：なし 講義

8 他者へのまなざし 事前：なし
事後：なし 講義

9 自分へのまなざし 事前：なし
事後：なし 講義

10 国際化を考える⚑ 事前：レポート
事後：なし 講義

11 国際化を考える⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

12 国際化と地域 事前：レポート
事後：なし 講義

13 考察とディスカッション⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

14 考察とディスカッション⚒ 事前：レポート
事後：なし 講義

15 まとめ 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 異文化共生論Ｂ（Intercultural Understanding B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 異文化共生論Ａ または 異文化共生論

そ の 他 なし

授業概要：
地球という私たちの居場所には、異なった言語、民族、宗教、政治、社会が存在している。近来の目覚ましい情報の発達にうより、地球は狭くなったと

言われるが、その反面、誤解や無理解が増幅し、亀裂を生むことが少なくない。異なった文化をお互いに理解し、生かし、共存、共生していく知恵や方法
を学ぶ。
授業目標：

自己とは何か。自己と他者、自文化と異なる文化の違いや共通性を認識して、共生への道を考える。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『はじめて学ぶ異文化コミュニケーション』（石井敏、久米昭元 他著

有斐閣選書）

参考文献：
『異文化コミュニケーションキーワード』（古田暁、石井敏、ほか著 有斐閣選書）
その他、適宣、資料やディスカッション材料を配布する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内（小テスト、レポート、ディスカッションを含む）の学習状況（60％）と、定期試験（40％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
出席が大前提で、ノートをしっかりとりましょう。理解する力を見ます。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 授業の概要 事前：なし
事後：なし 講義

2 文化とは何か 事前：レポート
事後：なし 講義

3 文化の構成要素 事前：なし
事後：なし 講義

4 文化、異文化への視点 事前：なし
事後：なし 講義

5 異文化体験の具体例報告 事前：なし
事後：なし 講義

6 異文化体験と文化多様性への視点 事前：なし
事後：なし 講義

7 異文化体験と異文化交流への意義 事前：レポート
事後：なし 講義

8 カルチャーショックと文化摩擦 事前：なし
事後：なし 講義

9 異文化とコミュニケーション 事前：なし
事後：なし 講義

10 文化のステレオタイプ 事前：レポート
事後：なし 講義

11 ステレオタイプと偏見 事前：なし
事後：なし 講義

12 同化、異化、アイデンティティ 事前：レポート
事後：なし 講義

13 文化とコンテキスト 事前：なし
事後：なし 講義

14 文化とコンテキストとコミュニケーション 事前：なし
事後：なし 講義

15 まとめ 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 異文化コミュニケーション論（Intercultural Communication） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
異文化理解のためのキーワードを示しながら、テーマごとにディスカッションし、そのプロセスの中から異文化コミュニケーションの基礎的な理論を学

ぶ。多様な文化的背景を持った人々の体験を通じて、彼らとの交流に重きを置き、文化の多様性や異文化交流の意義について体験的に理解、学習する。

授業目標：
人を最小の文化単位として捉え、異文化を理解しようとする際の基盤となる考え方を学ぶ。文化とは何か、異文化をどうとらえるかを、多様な文化背景

を持った人々の体験を掘り起こし、彼らとの交流をテーマとし学ぶ。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『はじめて学ぶ異文化コミュニケーション』（石井敏、久米昭元 他著

有斐閣選書）。

参考文献：
『異文化コミュニケーションキーワード』（古田暁、石井敏、ほか著 有斐閣選書）
その他、適宣、資料やディスカッション材料を配布する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内（小テスト、レポート、ディスカッションを含む）の学習状況（60％）と、定期試験（40％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
出席が大前提で、ノートをしっかりとりましょう。理解する力を見ます。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 授業の概要 事前：なし
事後：なし 講義

2 文化とは何か 事前：レポート
事後：なし 講義

3 文化の構成要素 事前：なし
事後：なし 講義

4 文化、異文化への視点 事前：なし
事後：なし 講義

5 異文化体験の具体例報告 事前：なし
事後：なし 講義

6 異文化体験と文化多様性への視点 事前：なし
事後：なし 講義

7 異文化体験と異文化交流への意義 事前：レポート
事後：なし 講義

8 カルチャーショックと文化摩擦 事前：なし
事後：なし 講義

9 異文化とコミュニケーション 事前：なし
事後：なし 講義

10 文化のステレオタイプ 事前：レポート
事後：なし 講義

11 ステレオタイプと偏見 事前：なし
事後：なし 講義

12 同化、異化、アイデンティティ 事前：レポート
事後：なし 講義

13 文化とコンテキスト 事前：なし
事後：なし 講義

14 文化とコンテキストとコミュニケーション 事前：なし
事後：なし 講義

15 まとめ 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 異文化コミュニケーション論Ⅰ（Intercultural Communication Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
異文化理解のためのキーワードを示しながら、テーマごとにディスカッションし、そのプロセスの中から異文化コミュニケーションの基礎的な理論を学

ぶ。多様な文化的背景を持った人々の体験を通じて、彼らとの交流に重きを置き、文化の多様性や異文化交流の意義について体験的に理解、学習する。

授業目標：
人を最小の文化単位として捉え、異文化を理解しようとする際の基盤となる考え方を学ぶ。文化とは何か、異文化をどうとらえるかを、多様な文化背景

を持った人々の体験を掘り起こし、彼らとの交流をテーマとし学ぶ。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
必要に応じてプリント配布。

参考文献：
⚑．「はじめて学ぶ異文化コミュニケーション」石井敏ほか著 有斐閣選書
⚒．「異文化コミュニケーション」古田暁監修 有斐閣選書など

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（50％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
出席が大前提で、ノートをしっかりとりましょう。理解する力を見ます。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 授業概要 事前：なし
事後：なし 講義

2 文化とコミュニケーション⚑ 事前：レポート
事後：なし 講義

3 文化とコミュニケーション⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

4 言語コミュニケーション⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

5 言語コミュニケーション⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

6 非言語コミュニケーション⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

7 非言語コミュニケーション⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

8 個人内コミュニケーション⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

9 個人内コミュニケーション⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

10 カルチャーショックと文化適応⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

11 カルチャーショックと文化適応⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

12 文化論⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

13 文化論⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

14 文化論を超えて 事前：なし
事後：なし 講義

15 まとめ 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 異文化コミュニケーション論Ⅱ（Intercultural Communication Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 異文化コミュニケーションⅠ

そ の 他 なし

授業概要：
異文化を理解する際の、もっとも土台となる異文化コミュニケーションの考え方を学ぶ。異文化理解のためのキーワードを示し、その概念を理解する。

授業目標：
異文化コミュニケーションの基礎的な理論を学ぶ。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
なし。

参考文献：
⚑．住原則也他著、『異文化の学びかた・描き方』世界思想社、￥1,800＋税。

その他は随時提示する。
成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。

授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（50％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
＜聞く、読む、考える、書く、伝える、質問する＞力を養ってください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 事前：シラバス確認
事後：配布資料 講義

2 人類の誕生、移動、出会い 事前：世界史（先史時代）
事後：なし 講義

3 文明の交差点としてのオリエント（中東） 事前：世界史（古代～中世）
事後：なし 講義

4 ｢アラビアンナイト」の形成 事前：なし
事後：配布資料 講義

5 ｢アラビアンナイト」の展開 事前：なし
事後：配布資料 講義

6 大航海時代～植民地主義 事前：世界史（中世）
事後：なし 講義

7 ｢オリエンタリズム」と「ジャポニズム」 事前：日本史
事後：配布資料 講義

8 ｢身体技法」 事前：なし
事後：配布資料 講義

9 課題レポート説明、事例紹介 事前：なし
事後：課題レポート 講義

10 ｢日本人論」 事前：なし
事後：課題レポート 講義

11 ｢グローバリズム」 事前：なし
事後：課題レポート 講義

12 映像授業 事前：なし
事後：課題レポート 講義

13 レポート作業 事前：
事後：レポート作成 講義（グループワーク）

14 レポート発表、質疑応答、提出 事前：レポート作成
事後： 講義（プレゼン、討論）

15 まとめ授業 事前：配付資料・ノート確認
事後：試験準備 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 異文化論Ａ（Cross Culture Theory A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 川添 裕子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 世界史と日本史の基礎知識が必要です。

授業概要：
この授業では、異なる集団がどのように出会い、関わり合い、描かれてきたのかを学びます。①毎回授業の終わりの約15分を使ってリアクションペーパ

ー（授業を受けて考えたこと）を書いてもらいます。②課題レポートでは、授業で学んだことをもとに、日常生活についてまとめてもらいます。発表、質
疑応答の機会も設けています。③定期試験は持込み不可です。
授業目標：
⚑．異文化理解に必要な姿勢、視点、概念を理解する。
⚒．授業で学んだことを自分の日常生活に実践できる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
なし。

参考文献：
⚑．『異文化の学びかた・描き方』住原則也他著、世界思想社、￥1,800＋税。

その他は随時提示する。
成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。

授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（50％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
＜聞く、読む、考える、書く、伝える、質問する＞力を養ってください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 事前：シラバス確認
事後：配布資料 講義

2 歴史を学ぶ：人類史 事前：
事後：配布資料 講義

3 歴史を学ぶ：東アジアの歴史 事前：
事後：配布資料 講義

4 日本の中の異文化：外国人 事前：
事後：配布資料 講義

5 日本の中の異文化：先住民族アイヌ 事前：
事後：配布資料 講義

6 大学周辺の異文化：厚木市の歴史 事前：
事後：配布資料 講義

7 大学周辺の異文化：街を歩く 事前：地図
事後： 講義

8 組織の中の異文化：異文化トレーニング 事前：
事後：配布資料 講義

9 組織の中の異文化：世代、性、障がい 事前：
事後：配布資料 講義

10 課題レポート、事例紹介 事前：
事後：配布資料 講義

11 身体と異文化：手話 事前：
事後：配布資料 講義

12 身体と異文化：見る文化と触る文化 事前：
事後：配布資料 講義

13 レポート作業 事前：レポート作成
事後： 講義（グループワーク）

14 レポート発表、質疑応答、提出 事前：レポート作成
事後： 講義（プレゼン、討論）

15 まとめ 事前：不明点の確認
事後：配布資料、ノート 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 異文化論Ｂ（Cross-Culture Theory B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 川添 裕子

履 修 条 件
前提科目 異文化論Ａを修得、あるいは同時履修。

そ の 他 なし

授業概要：
日本の中の異文化に焦点を当てます。①毎回授業の最後15分を使ってリアクションペーパー（授業を受けて考えたこと）を書いてもらいます。②課題レ

ポートでは、授業で学んだことをもとに、日常生活についてまとめてもらいます。発表、質疑応答の機会も設けています。③定期試験は持込み不可です。

授業目標：
⚑．異文化の視点で、自文化を捉え直すことができる。
⚒．授業で学んだことを日常生活に実践・応用できる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考文献：
講義の中で適宜指示する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（30％）、課題・レポート等（70％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
授業で、参考文献や資料を指示・配布するので、読んで予習復習することを希望します。

オフィスアワー：
毎回の授業終了後。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 はじめに インターネット上のコミュニケーションとは 事前：シラバスを読む
事後：授業で指示する 講義

2 コミュニケーションの種類 テキストとビジュアルオーディオ、同期と非同期 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

3 リアルとバーチャル 行動と心理 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

4 Computer-Mediated Communication (CMC) 行動的な側面 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

5 Computer-Mediated Communication (CMC) 認知的な側面 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

6 Computer-Mediated Communication (CMC) 感情的な側面 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

7 Computer-Mediated Communication (CMC) 性差、文化差、年代差‐ 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

8 インターネット上のコミュニティ Sense of community 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

9 インターネット上のコミュニティ Social presence 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

10 ケータイコミュニケーション 携帯電話とPCは違うのか 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

11 応用 感情的なトラブルはなぜ起こるか 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

12 応用 ｅラーニングの中のCMC 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

13 応用 CMCを利用する不登校支援 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

14 応用 より良いCMCツールをデザインする 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

15 まとめ CMCの理論のまとめと今後のCMC 事前：前の授業で指示する
事後：授業内容を復習する 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) インターネット心理学（Psychology of the Internet） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 加藤 尚吾

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
本授業では、特にコンピュータを媒介するコミュニケーション（Computer-Mediated Communication (CMC)）に関する研究から、インターネット上での

コミュニケーションの特徴に関して理解を深める。さらに、私たちが陥りやすいインターネット上での感情的なトラブルや、ｅラーニング、不登校支援な
どの応用面に関しても考え、インターネットにおける心理面についての理解を深める。
授業目標：

コンピュータを媒介するコミュニケーション（Computer-Mediated Communication（CMC）の心理面について理解し、CMCを適切に用いることができる
ことを目標とする。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
必要に応じて資料を配布する。「インターンシップのしおり」「インターンシップ賠償責任保険」の加入￥216（変更の可能性あり）

参考文献：
なし。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、実習（80％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
⚑回目から必ず出席すること。プレ社会人としてのモラルを求める。
初回時にインターンシップの意義を理解しているか、企業実習の心構えができているかの確認を行う。その結果によっては、履修を認めないこともある。
出席状況によっては実習に参加できないこともある。
インターンシップは大学と企業の信頼関係のうえで実施される。遅刻や無断欠勤は社会人として許されない。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 インターンシップ履修オリエンテーション 事前：
事後：配布資料の見直し 講義

2 インターンシップ実施要綱 事前：前回の配布資料を見る
事後：今回の配布資料を見直す 講義

3 第⚑回希望調査 事前：前回の配布資料を見る
事後：今回の配布資料を見直す 講義

4 企業人としての心構えと働くことの意義 事前：前回の配布資料を見る
事後：今回の配布資料を見直す 講義

5 企業研究 事前：希望の企業を選ぶ
事後：今回の配布資料を見直す 講義

6 第⚒回希望調査 事前：希望の企業を選ぶ
事後：今回の配布資料を見直す 講義

7 提出書類の作成 履歴書 事前：履歴書の項目を考える
事後：履歴書を清書する 講義

8 提出書類の作成 自己紹介 事前：自己紹介を考える
事後：自己紹介書類を清書する 講義

9 個別指導（研修業種先グルーピング） 事前：研修業種を考える
事後：研修業種を研究する 講義

10 個別指導（研修先企業の研究） 事前：研修企業を絞り込む
事後：研修企業をもっと研究する 講義

11 先輩からの体験報告 事前：研修企業について理解する
事後：体験報告をまとめる 講義

12 提出書類の確認 事前：提出書類をまとめる
事後：提出書類のチェックをする 講義

13 まとめ ※インターンシップの実施（⚒～⚔週間） 事前：研修の準備をする
事後：研修報告書を書く 講義

14 インターンシップ実施後、報告書提出 事前：研修報告書をまとめる
事後：研修報告書を訂正する 講義

15 成果報告会 事前：研修報告書を仕上げる
事後：報告会の反省をする 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) インターンシップ（Internship） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 鷲尾 裕子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
授業で、企業での業務実施の前に必要な知識やマナー、企業研究ならびに提出書類の書き方を習得する。就職活動と同じように自分の希望する業種や企

業選びなどをインターネットを活用して行う。習得後、夏休みに原則として⚒～⚔週間企業で業務する。
初回時にインターンシップの意義を理解しているか、企業実習の心構えができているかの確認を行う。その結果によっては履行を認めないこともある。

最近のインターンシップ実習先
実習先として、大磯プリンスホテル、軽井沢プリンスホテル、ザ・プリンス箱根等、プリンスホテルを予定している。プリンスホテル以外での実習先は

各自で見つけることが原則である。
授業目標：

授業で社会人になるために必要なことを学び、夏休み期間中にインターンシップを実施する。実体験することにより、目標を持つことの大切さ、それを
達成するための過程、確認と検証、新たな目標の作成を学び、就職活動に役立てる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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う

教本：
資料を印刷またはオンラインで配布する。

参考文献：
講義内で随時指示する。

成績評価の方法、評価基準：
ほぼ毎回出題する課題の提出（60％）、小テスト（40％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
実習を伴う講義のため、また知識の積み重ねが重要となるため、欠席は原則認めない。やむを得ない事情の場合、教員に申し出て、欠席分の課題を提出

すること。提出物が欠けている場合は単位認定しない。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 事前：シラバスの確認
事後：PCの設定確認 講義

2 Webサイトの仕組みと制作の工程 事前：資料の予習
事後：資料の復習 講義

3 Webサイトの役割と分類、Webページの構成ファイルと特徴 事前：資料の予習
事後：資料の復習 講義

4 HTMLでの基本的なマークアップ 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

5 HTML5とメディア表示 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

6 CSS：スタイルシートの基礎、色表現 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

7 CSS 3での表現、フォント 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

8 画像の扱いとフィルター、CSSアニメーション 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

9 JavaScript ⑴ Webページでのスクリプトの実行 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

10 JavaScript ⑵ タグへのイベント設定 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

11 JavaScript ⑶ 外部データの取り込み 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

12 環境の違いとレスポンシブデザイン 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

13 フレームワークの利用 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

14 CMSとコンテンツの再利用 事前：資料の予習
事後：復習と課題の作成 演習

15 まとめ 事前：資料の予習
事後：資料の復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) Webデザイン（Web Design） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 岸 康人

履 修 条 件
前提科目 プログラミングⅠを履修済であることが望ましい

そ の 他 ノートパソコンを用意すること

授業概要：
本講義は、Webサイトを構築・運用するための主要な技術について、実習を通して学習する。

授業目標：
近年、Webサイトや関連する仕組みは、誰もが日常的に利用するものとなった。本講義では、これらを支えている技術について学習し、実際にWebサイ

トを試作することによって習得することを目標とする。講義は、主にフロントエンド（クライアント側）の技術を中心に進め、サーバ側については講義内
で触れる程度とする。また、Webデザイナー検定やWebクリエイター能力認定試験等の資格試験対策のための知識についても同時に学習する。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
適宜、指定します。

参考文献：
⚑．「映像の演出」吉村公三郎（岩波新書）、「映画づくりの実際」新藤兼人、

「映画の読み方」佐藤忠男など
成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。

平常の授業内容への参加度を重視しながら総合的に評価する。（平常点50％、試験等50％）

学生へのアドバイス：
繰り返しますが、とにかく映画を見ましょう。すべては、そこからです。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 事前：なし
事後：なし 講義

2 映画映像研究 カメラワーク、人物の動き 事前：なし
事後：なし 講義

3 映画映像研究 構図・アングル 事前：なし
事後：なし 講義

4 映画映像研究 照明・明と暗 事前：なし
事後：なし 講義

5 映画映像研究 撮影方法 事前：なし
事後：なし 講義

6 映画映像研究 編集技法 ⑴ 事前：なし
事後：なし 講義

7 映画映像研究 編集技法 ⑵ 事前：なし
事後：なし 講義

8 映画映像研究 編集技法 ⑶ 事前：なし
事後：なし 講義

9 企画・構成 事前：なし
事後：なし 講義

10 映像の演出と効果 事前：なし
事後：なし 講義

11 サウンドと映像 事前：なし
事後：なし 講義

12 演技論 舞台演技と映画演技 事前：なし
事後：なし 講義

13 シナリオライティング 台詞と伏線 事前：なし
事後：なし 講義

14 シナリオライティング 台本構成 事前：なし
事後：なし 講義

15 ① まとめ シネマリテラシー 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 映画研究（Cinema Literacy） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 堀口 悟士

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
とにかく映画を見ましょう。すべては、そこからです。そのうえで、シネマリテラシー、つまり映画の技法や話法を理解するための学習に入ります。併

せて、これらの技法が映画をみている貴方にどのような効果を与えているかも読み解きます。「テレビ映像論」とともに、⚒学年以降の進路選択の参考にし
てください。
授業目標：

諸君が日ごろ無意識に接している音や映像の背後には、制作者の練りに練った表現の工夫、フレーム、構図、カメラワークが隠されています。授業では、
まず映画を見ることから始めたい。そこから、映画の批評、鑑賞、制作すべてに役立ついわばシネマを学びます。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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え

教本：
English Missions ! Basic

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
多くの機会を利用して、英語に触れるように努めてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 1 Welcome to the “Big Apple” 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

2 Unit 1 Welcome to the Big Apple” 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

3 Unit 2 What’s the Boss like? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

4 Unit 2 What’s the Boss like? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

5 Unit 3 Masa’s First Day on the Job 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

6 Unit 3 Masa’s First Day on the Job 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

7 Unit 4 Summer Fun 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

8 Unit 4 Summer Fun 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

9 Unit 5 Hotel Guest Satisfaction 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

10 Unit 5 Hotel Guest Satisfaction 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

11 Unit 6 Brainstorming 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

12 Unit 6 Brainstorming 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

13 Unit 7 Glatd to be of Service 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

14 Unit 7 Glatd to be of Service 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

15 Review 事前：テキストの予習
事後：前期の復習 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅰ（English Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 阿部 美恵・廣本 和枝

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
授業では毎回焦点を絞って英文法の基本的なルールやフォームを確認し、日常生活で必要とされる程度の英語表現を習得するため練習を行います。

授業目標：
コミュニケーションに必要な英語の基本表現と語彙を理解し、必要な場面で英語を使えるようになることを目標とします。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Four Corners 1（Cambridge University Press）

参考文献：
授業内で適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
欠席しないことが大前提となり、講師からの課題をこなすことが条件となります。テキストは毎回必ず持参してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Course Orientation, Classroom English (introduction, practice) 事前：なし
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 ‒ask, say and spell names, ‒use ‘to be’, possessive adjectives 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 ‒talk about where people are from and what they do
‒discuss people’s names and jobs, ‒use subject pronouns

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 -ask for people ’ s nationalities, phone numbers, email addresses, ‒use plural subject
pronouns

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 ‒identify family members and their ages, ‒give information about family and friends,
‒use ‘who’ and ‘how old’ with ‘be’

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 ‒ask about and identify everyday objects
‒use demonstratives, articles ‘a’ and ‘an’, and plurals

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 ‒talk about clothes and describe favourite possessions
‒use possessive pronouns, ‘whose’, (‘s and s’)

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 ‒Review materials from Lesson 2 to 7 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 ‒describe how people get around, ‒ask for and tell time
‒make simple present statements

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 ‒Q&A about routines, ‒describe things to do on weekends
‒ask simple present yes/no questions

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 ‒talk about online habits, ‒accept and decline help
‒use adverbs of frequency

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 ‒Q&A about leisure activities, ‒discuss how they use technology, ‒ask simple present
wh‒questions with ‘do’

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 ‒identify jobs, ‒ask for someone on the telephone and have someone wait, ‒ask simple
present wh‒question with ‘does’

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 ‒describe talents and abilities, ‒talk about study and work programs, ‒use ‘can’ for
ability, ‘and’ ‘but’ and ‘or’

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for Final Exam 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅰ（English Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
コミュニケーションに必要な英語の基本表現と語彙について理解し、実際の場面で必要なときに応用できるようにすることを目指す。

授業目標：
⚑．身近な事柄について、情報のやり取りができるようにする。
⚒．自分の置かれている状況や、その場で自分に必要なことについて説明できるようにする。
⚓．身辺の事についての文章や慣用的な表現を理解するための学習をする。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『でる順 パス単 ⚓級』旺文社

参考文献：
授業時に適宜、指示をします。

成績評価の方法、評価基準：
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
ノートを取るようにしてください。シンプルなようですが、ここが一番大切なことです。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Punctuation(拘束課題)・学生発表に関しての説明(自由課題)
(以下、左側の記述は拘束課題、右側は自由課題)

事前：なし。
事後：ノートまとめ 演習

2 Punctuation・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

3 8品詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

4 語・句・節・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

5 物質名詞と普通名詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

6 複数形・不定冠詞・定冠詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

7 ⚕文型・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

8 Be動詞の意味・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

9 擬似補語・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

10 ネクサス関係・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

11 意味上の主語・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

12 There構文・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

13 新情報と旧情報・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

14 所有格・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

15 総まとめ及びコメント 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅰ（English Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 岡部 佑人

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他

授業概要：
本演習では、英語の基本的な文法項目を紹介しつつ（拘束課題：教員担当）、様々な英語上の問題点（自由課題：学生提示）について議論を行い、広く英

語の技能を身につけるとともに、より広い実践的な力をつけてもらうことを目標とする。その目標を達成するために、本授業では、ノートを正確に取って
もらうことを求める。
授業目標：

人前で英語に関する話題ができるようになること、人の話を正確に聞きとり、議論のテーブルに参加できることを求める。
特に、人の話を聞けるようになることが最重要である。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
⚑．Story Time Brian Powle他著（南雲堂出版）￥1,400＋税

参考文献：
随時 指示します。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
英語辞書必携。予習、復習を欠かさず、ノートを丁寧に作成してください。音読も大切です。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 導入授業 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

2 be動詞 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

3 一般動詞 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

4 QUEEN MARY’S NECKLACE 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

5 ⚕文型 ⑴ 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

6 ⚕文型 ⑵ 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

7 THE MAN WHO FOUND NESSIE 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

8 前置詞 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

9 冠詞 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

10 THE SONG OF DEATH 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

11 形容詞 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

12 代名詞 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

13 AMAZING ESP 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

14 疑問代名詞 関係代名詞 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

15 まとめ 事前：単語や文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅰ（English Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 倉崎 祥子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
•身近な事柄について、情報のやりとりができるようにします。
•自分の置かれている状況や、その場で自分に必要なことについて説明できるようにします。
•身辺の事についての文章や慣用的な表現を理解するための学習をします。
授業目標：

コミュニケーションに必要な英語の基本表現と語彙について理解し、必要なときに使えるようにすることを授業の目標と
します。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
教科書は使用しない。プリントを配付する。

参考文献：
適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
この科目では英語の基礎をしっかり身に付けることを目標とする。毎回出席するよう努めよう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 導入授業：授業の進め方と授業概要の説明 事前：―
事後：復習 演習

2 Unit One 品詞
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

3 Unit Two 現在形と現在進行形
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

4 Unit Three 過去形と過去進行形
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

5 Unit Four 現在完了形 ⑴
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

6 Unit Five 現在完了形 ⑵
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

7 Unit Six 過去完了形と完了形のまとめ
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

8 Unit Seven 第⚑文型と第⚒文型
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

9 Unit One～Unit Sixの復習 事前：―
事後：復習 演習

10 小テスト（60分、範囲はUnits One～Six） 事前：―
事後：復習 演習

11 Unit Eight 第⚓文型、第⚔文型、第⚕文型
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

12 Unit Nine 冠詞
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

13 Unit Ten 代名詞
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

14 Unit Eleven 前置詞
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

15 Summary：重要なポイントの説明と全体のまとめ 事前：―
事後：復習 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅰ（English Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 田中 一郎

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
身近な事柄や自分の置かれている状況、その場で自分に必要なことについて英語で説明できるよう、英語の基礎や慣用表現を学習する。

授業目標：
コミュニケーションに必要な英語の基本表現と語彙について理解し、必要なときに使えるようになること。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
English Missions ! Basic（金星堂）

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
多くの機会を利用して、英語に触れるように努めてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 8 Socializing with Co -Workers 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

2 Unit 8 Socializing with Co -Workers 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

3 Unit 9 Vacation Spots 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

4 Unit 9 Vacation Spots 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

5 Unit 10 Sports Talk 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

6 Unit 10 Sports Talk 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

7 Unit 11 Tour Day 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

8 Unit 11 Tour Day 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

9 Unit 12 Party Time ! 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

10 Unit 12 Party Time ! 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

11 Unit 13 Office Meeting 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

12 Unit 13 Office Meeting 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

13 Unit 14 A Bit of History 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

14 Unit 15 Farewell, Masa and Lucy 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

15 Review 事前：テキストの予習
事後：前期の復習 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅱ（English Ⅱ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 阿部 美恵・廣本 和枝

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
授業では毎回焦点を絞って英文法の基本的なルールやフォームを確認し、日常生活で必要とされる程度の英語表現を習得するため練習を行います。

授業目標：
コミュニケーションに必要な英語の基本表現と語彙を理解し、必要な場面で英語を使えるようになることを目標とします。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Four Corners 1（Cambridge University Press）

参考文献：
授業内で適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
欠席しないことが大前提となり、講師からの課題をこなすことが条件となります。テキストは毎回必ず持参してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ‒say what meals they eat and their likes and dislikes
‒use countable and non‒countable nouns, ‘some’ and ‘any’

事前：なし
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 ‒talk about their eating habits and favourite foods
‒use ‘how often’, time expression

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 ‒give locations of and directions to neighbourhood places
‒use prepositions of location

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 ‒talk about and give a presentation on city attractions
‒use ‘there is/are’

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 ‒describe what people are doing, ‒ask & explain if someone can talk or not, ‒make
present continuous statements

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 ‒discuss what people are doing these days
‒ask present continuous questions

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Review materials from Lesson 1 to Lesson 6 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 ‒say what they did last weekend, ‒show that they’re listening, express surprise, ‒use
simple past regular verbs

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 ‒talk about routine event in the past and past activities
‒use simple past irregular verbs, ‒ask yes/no questions

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 ‒describe where they were in the past, ‒react to news
‒use the past of ‘be’

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 ‒talk about and describe vacations
‒ask simple past wh‒questions

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 ‒talk about their plans for specific dates, ‒accept or decline invitations, ‒use ‘be going
to’, ‒ask yes/no questions

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 ‒discuss and agree on plans, ‒describe traditional birthdays, ‒ask wh‒questions with
‘be going to’, ‒use object pronouns

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14･15 Review for Final Exam 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅱ（English Ⅱ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
コミュニケーションに必要な英語の基本表現や語彙を増やし、これらの理解に基づいて、必要な場面で使えるようにすることを目指す。

授業目標：
⚑．学生生活や趣味など、日頃親しんでいる事柄について、情報のやりとりができるようになる。
⚒．家族や日常生活について、対話ができるようになる。
⚓．身近な出来事についての文章を読むことができ、自分で文章を作成するための学習をする。
⚔．経験や希望などを説明できるようになる。
⚕．計画や目標などについて述べることができるようになる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『でる順 パス単 ⚓級』旺文社

参考文献：
授業時に適宜、指示をします。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
ノートを取るようにしてください。シンプルなようですが、ここが一番大切なことです。

オフィスアワー：
質問がある場合は授業の前後で対応いたします。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 不定代名詞one(拘束課題)・学生発表に関しての説明(自由課題)(以下、左側の記述は
拘束課題、右側は自由課題)

事前：なし
事後：ノートまとめ 演習

2 Someとany・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

3 Itについて・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

4 形容詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

5 副詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

6 前置詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

7 等位接続詞・従位接続詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

8 関係代名詞who, which・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

9 関係副詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

10 接続詞that, 関係詞that・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

11 強調構文・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

12 強調表現・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

13 代用表現・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

14 取り扱っていない文法項目の紹介・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

15 総まとめ及びコメント 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅱ（English Ⅱ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 岡部 佑人

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他

授業概要：
本演習では、英語の基本的な文法項目を紹介しつつ（拘束課題：教員担当）、様々な英語上の問題点（自由課題：学生提示）について議論を行い、広く英

語の技能を身につけるとともに、より広い実践的な力をつけてもらうことを目標とする。その目標を達成するために、本授業では、ノートを正確に取って
もらうことを求める。
授業目標：

人前で英語に関する話題ができるようになること、人の話を正確に聞きとり、議論のテーブルに参加できることを求める。
特に、人の話を聞けるようになることが最重要である。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
⚑．Story Time Brian Powle他著（南雲堂出版）￥1,400＋税

参考文献：
随時指示します。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
英語辞書必携。予習、復習を欠かさず、ノートを丁寧に作成してください。音読も大切です。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 導入授業 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

2 助動詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

3 現在分詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

4 THE PREDICTIONS OF NOSTRADAMUS 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

5 接続詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

6 副詞 副詞句 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

7 LIFE AFTER DEATH 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

8 母音の発音 アクセントの位置 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

9 相関語句 反意語 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

10 THE GREAT WALL OF CHINA 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

11 受動態 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

12 現在完了 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

13 THE MEDICAL MIRACLE OF ACUPUNCTURE 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

14 過去完了 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

15 まとめ 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅱ（English Ⅱ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 倉崎 祥子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
身近な事柄について、情報のやりとりができるようにします。
自分の置かれている状況や、その場で自分に必要なことについて説明できるようにします。
身辺の事についての文章や慣用的な表現を理解するための学習をします。

授業目標：
コミュニケーションに必要な英語の基本表現と語彙について理解し、必要な時に使えるようにすることを授業の目標とします。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
教科書は使用しない。プリントを配付する。

参考文献：
適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
この科目では英語の基礎をしっかり身に付けることを目標とする。毎回出席するよう努めよう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 導入授業：授業の進め方と授業概要の説明 事前：―
事後：復習 演習

2 Unit One 受動態 ⑴
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

3 Unit Two 受動態 ⑵
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

4 Unit Three 未来形
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

5 Unit Four 助動詞 ⑴
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

6 Unit Five 助動詞 ⑵
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

7 Unit Six to不定詞
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

8 Unit Seven 動名詞
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

9 Unit One～Unit Sevenの復習 事前：―
事後：復習 演習

10 小テスト（60分、範囲はUnits One～Seven） 事前：―
事後：復習 演習

11 Unit Eight 接続詞
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

12 Unit Nine 比較
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

13 Unit Ten 関係詞 ⑴
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

14 Unit Eleven 関係詞 ⑵
Exercise（授業終了前15分）

事前：―
事後：復習 演習

15 Summary：重要なポイントの説明と全体のまとめ 事前：―
事後：復習 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅱ（English Ⅱ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 田中 一郎

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
学生生活や趣味、家族など日頃親しんでいる事柄や、経験や希望、計画や目標などを英語で述べることができるよう、必要な英語表現を学習する。

授業目標：
コミュニケーションに必要な英語の基本表現や語彙を増やし、これらの理解に基づいて、必要な場面で英語を使えるようにすること。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
English Grammar : Onward & Upward（CENGAGE Learning）

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
多くの機会を利用して、英語に触れるように努めてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 1 Be動詞（現在形・過去形） 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

2 Unit 1 Be動詞（現在形・過去形） 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

3 Unit 2 一般動詞（現在形・過去形） 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

4 Unit 2 一般動詞（現在形・過去形） 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

5 Unit 3 未来形・進行形 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

6 Unit 3 未来形・進行形 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

7 Unit 4 助動詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

8 Unit 4 助動詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

9 Unit 5 能動態・受動態 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

10 Unit 5 能動態・受動態 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

11 Unit 6 動名詞・分詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

12 Unit 6 動名詞・分詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

13 Unit 7 不定詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

14 Unit 7 不定詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

15 Review 事前：テキストの予習
事後：前期の復習 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅲ（English Ⅲ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 阿部 美恵

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
英語Ⅰ・Ⅱで学習した英語のさらなる向上を図ります。授業では毎回焦点を絞って英文法の基本的なルールやフォームを再確認し、リーディング・ライ

ティング・リスニングの能力を習得するためのタスクを行います。

授業目標：
⚑．語彙を増やし、リーディング力を強化します。
⚒．文法・語法を確認し、英文を書くことでライティング力を習得します。
⚓．リズムや音声変化などの発音に慣れ、音読してリスニング力を習得します。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
・Four Corners 2（Cambridge University Press）

参考文献：
授業内で適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
欠席しないことが大前提となり、講師からの課題をこなすことが条件です。テキストは毎回必ず持参して下さい。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Course Orientation, Classroom English（introduction, practice） 事前：なし
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 ‒ask/talk about interests, ‒ask for repetition or for someone to say something more
slowly, ‒use the present form of ʻbeʼ

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 ‒ask and talk about sports, exercise habits & free-time activities, ‒use simple present 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 ‒ask/talk about personalities, ‒whether they think something is true, ‒use
ʻWhat…like? ,̓ ʻbe+ adjective（+noun)ʼ

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 ‒ask and talk about people’s appearances
‒use ʻWhat…look like?ʼ, order of adjectives

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 ‒talk about the weather and seasons, ‒ask for and give an opinion, ‒use adverbs of
intensity, quantifiers with verbs

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 ‒talk about what they would like to do or where to visit‒use ʻwould likeʼ + infinitive 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 ‒Review materials from Lesson 2 to 7 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 ‒Q&A about their homes, ‒make and agree to requests, ‒use ʻhow many/muchʼ,
quantifiers before nouns

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 ‒talk about household chores, ‒describe a home
‒use separable two‒word phrasal verbs

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 ‒give and follow instructions, ‒say how they feel and wish someone well, ‒use
imperatives, adverbs of manner

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 ‒ask and talk about healthy habits and ways to manage stress, ‒ask ʻhowʼ questions 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 ‒talk about favourite TV show types, ‒agree or disagree with an opinion, ‒use verb +
infinitive or gerund

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 ‒describe future plans, ‒give my opinions about popular TV shows, ‒use present
continuous for future plans

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for Final Exam 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 1 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅲ（English Ⅲ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
自立した発話やコミュニケーションがとれるように、より広範囲の英語表現と語彙の習得を目指す。また、具体的な話題だけではなく、抽象的な話題も

扱えるように、慣用的な表現や語彙を増やすことを目指す。

授業目標：
⚑．日頃親しんでいる事柄について、標準的な発話や文章を理解できるようになる。
⚒．旅行先で起こりうる問題に対応できるようになる。
⚓．過去の経験や出来事、夢や希望について、説明できるようになる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『でる順 パス単 準⚒級』 旺文社

参考文献：
授業時に適宜、指示をします。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
ノートを取るようにしてください。シンプルなようですが、ここが一番大切なことです。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Punctuation(拘束課題)・学生発表に関しての説明(自由課題)
(以下、左側の記述は拘束課題、右側は自由課題)

事前：なし。
事後：ノートまとめ 演習

2 Punctuation・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

3 ⚘品詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

4 語・句・節・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

5 物質名詞と普通名詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

6 複数形・不定冠詞・定冠詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

7 ⚕文型・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

8 Be動詞の意味・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

9 擬似補語・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

10 ネクサス関係・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

11 意味上の主語・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

12 There構文・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

13 新情報と旧情報・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

14 所有格・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

15 総まとめ及びコメント 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅲ（English Ⅲ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 岡部 佑人

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他

授業概要：
本演習では、英語の基本的な文法項目を紹介しつつ（拘束課題：教員担当）、様々な英語上の問題点(自由課題：学生提示)について議論を行い、広く英語

の技能を身につけるとともに、より広い実践的な力をつけてもらうことを目標とする。その目標を達成するために、本授業では、ノートを正確に取っても
らうことを求める。
授業目標：

人前で英語に関する話題ができるようになること、人の話を正確に聞きとり、議論のテーブルに参加できることを求める。
特に、人の話を聞けるようになることが最重要である。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
プリントを配布する。

参考文献：
授業時に随時紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
英語への理解を深めるために、英英辞典も活用してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 導入授業（授業の概要や進め方、評価方法等の説明） 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

2 Be動詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

3 一般動詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

4 Itʼ s the Titanic! 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

5 進行形 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

6 未来形 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

7 A Floating Palace 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

8 助動詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

9 名詞・冠詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

10 Departure 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

11 代名詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

12 前置詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

13 Iceberg 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

14 形容詞・副詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

15 まとめ（復習・その他） 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅲ（English Ⅲ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 倉崎 祥子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
コミュニケーションや読解に必要とされる文法や表現力の基礎を固め、講読、速読等も通して活用度の高い英語表現を多く学習する。

授業目標：
状況や目的に応じて適切な英語表現ができる語学力の養成。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
English Grammar : Onward &Upward (CENGAGE Learning）

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
多くの機会を利用して、英語に触れるように努めてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 8 現在完了・過去完了． 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

2 Unit 8 現在完了・過去完了 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

3 Unit 9 名詞・冠詞・数詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

4 Unit 9 名詞・冠詞・数詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

5 Unit 10 代名詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

6 Unit 10 代名詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

7 Unit 11 形容詞・副詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

8 Unit 11 形容詞・副詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

9 Unit 12 前置詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

10 Unit 12 前置詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

11 Unit 13 接続詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

12 Unit 13 接続詞 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

13 Unit 14 比較 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

14 Unit 14 比較 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

15 Review 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅳ（English Ⅳ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 阿部 美恵

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
英語Ⅰ・Ⅱで学習した英語のさらなる向上を図ります。授業では毎回焦点を絞って英文法の基本的なルールやフォームを再確認し、リーディング・ライ

ティング・リスニングの能力を習得するためのタスクを行います。

授業目標：
①語彙を増やし、リーディング力を強化します。
②文法・語法を確認し、英文を書くことでライティング力を習得します。
③リズムや音声変化などの発音に慣れ、音読してリスニング力を習得します。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
・Four Corners 2（Cambridge University Press）

参考文献：
授業内で適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
欠席しないことが大前提となり、講師からの課題をこなすことが条件です。テキストは毎回必ず持参して下さい。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ‒describe and compare products, bargain
‒use comparative adjectives

事前：なし
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 ‒describe how clothing looks and fits, ‒discuss good places to shop, ‒use ʻenoughʼ and
ʻtooʼ

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 ‒ask for and give recommendations
‒use ʻshouldʼ, ʻcanʼ

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 ‒make comparisons and discuss aspects of cities
‒use superlative adjectives

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 ‒ask and talk about people from the past, ‒express certainty and uncertainty, ‒use
ʻwas/were bornʼ, past of ʻbeʼ

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 ‒describe people they admire and who have made a difference, ‒use simple past, ʻgoʼ‒ 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Review of Lessons 1 to 6 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 ‒talk about menus and order food in a restaurant
‒use articles

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 ‒describe food and restaurant experiences
‒use present perfect for experience

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 ‒talk about their movie habits and opinions, ‒ask for and give suggestions, ‒use ʻsoʼ,
ʻtooʼ, ʻeitherʼ and ʻneitherʼ

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 ‒report the results of a survey, ‒describe important singers and musicians, ‒use
determiners

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 ‒give reasons for personal changes, ‒react to good and bad news, ‒use infinitives of
purpose

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 ‒make predictions about the future, ‒discus their dreams for the future, ‒use ʻwillʼ for
predictions, ʻmayʼ and ʻmightʼ for possibility

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 15 Review for Final Exam 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅳ（English Ⅳ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
他者に依存することなくコミュニケーションがとれ、知的な交流ができるようにするための英語表現や語彙の習得を目指す。また、様々な話題について

の文章の構成や、要点が理解できるようにすることを目指す。
授業目標：
⚑．日頃親しんでいる事柄について、標準的な発話が一定の流暢さでできるようになる。
⚒．滞在先で起こりうる問題に対応できるようになる。
⚓．経験や希望について、簡単な文章の作成ができるようになる。
⚔．計画、意見、理由などを述べることができるようになる。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『でる順 パス単 準⚒級』 旺文社

参考文献：
授業時に適宜、指示をします。

成績評価の方法、評価基準：
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
ノートを取るようにしてください。シンプルなようですが、ここが一番大切なことです。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 不定代名詞one(拘束課題)・学生発表に関しての説明(自由課題)
(以下、左側の記述は拘束課題、右側は自由課題)

事前：なし。
事後：ノートまとめ 演習

2 Someとany・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

3 Itについて・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

4 形容詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

5 副詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

6 前置詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

7 等位接続詞・従位接続詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

8 関係代名詞who, which・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

9 関係副詞・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

10 接続詞that, 関係詞that・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

11 強調構文・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

12 強調表現・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

13 代用表現・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

14 取り扱っていない文法項目の紹介・学生発表 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

15 総まとめ及びコメント 事前：発表の用意
事後：ノートまとめ 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅳ（English Ⅳ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 岡部 佑人

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他

授業概要：
本演習では、英語の基本的な文法項目を紹介しつつ（拘束課題：教員担当）、様々な英語上の問題点(自由課題：学生提示)について議論を行い、広く英語

の技能を身につけるとともに、より広い実践的な力をつけてもらうことを目標とする。その目標を達成するために、本授業では、ノートを正確に取っても
らうことを求める。
授業目標：

人前で英語に関する話題ができるようになること、人の話を正確に聞きとり、議論のテーブルに参加できることを求める。
特に、人の話を聞けるようになることが最重要である。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
プリントを配布する。

参考文献：
授業時に随時紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
学期末に実施する「英語統一テスト」の評価（50％）、並びに担当教員による評価（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
英語学習への地道な継続的努力を期待しています。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 導入授業 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

2 比較 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

3 命令文・感嘆文 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

4 Lifeboat 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

5 接続詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

6 不定詞・動名詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

7 The Miracle of Philip Aks 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

8 受動態・現在完了形 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

9 ⚕文型 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

10 Mr. Smithʼ s White Life 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

11 各種疑問文 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

12 Itの特別用法 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

13 Together until the End of Their Lives 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

14 関係代名詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

15 まとめ（復習・その他） 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅳ（English Ⅳ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 倉崎 祥子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
コミュニケーションや読解に必要とされる文法や表現力の基礎固め、講読、速読等も通して活用度の高い英語表現を多く学習する。

授業目標：
状況や目的に応じて、適切な英語表現ができる語学力の養成。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Skillful Listening & Speaking 1（MacMillan出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（20％）、課題（15％）、学期内に複数回実施するリスニングテスト（25％）、定期試験（40％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要です。テキストは毎回必ず持参し、英語読解力を養うために継続的な学習が必要になります。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 1, Listening 1：Introductions ; lexis : personality, recognizing main ideas in long
texts

事前：none
事後：本時の復習(課題含) 演習

2 Unit 1, Listening 2：words & phrases introducing reasons, “-al” suffix 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

3 Unit 1, Speaking：present simple questions, making introductions, sentence stress 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

4 Unit 2, Listening 1：lexis : surveys, listening for results 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

5 Unit 2, Listening 2：use questions to predict main ideas, recognizing roots 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

6 Unit 2, Speaking：getting attention, asking permission, word stress, question intonation 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

7 Unit 3, Listening 1：lexis : home, listening for special terms 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

8 Unit 3, Listening 2：predicting, “house” & “home” 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

9 Unit 3, Speaking：quantifiers, linking consonants to vowels, making & responding to
suggestions

事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

10 Unit 4, Listening 1：lexis : advertising & trends, predicting content from interview
questions

事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

11 Unit 4, Listening 2：listening for advantages & disadvantages, prefixes “mini-“ and
“micro-“

事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

12 Unit 4, Speaking：giving reasons for and against something, contractions & word stress
in present continuous questions

事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

13 Unit 5, Listening 1：lexis : handwriting, listening for explanations & examples 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

14 Unit 5, Listening 2：suffixes “-ology” & “-ologist”, listening for a talkʼs main ideas 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

15 Unit 5, Speaking：asking for ideas & examples, syllable stress 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅴ（English Ⅴ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
リスニング力の伸長のためには、英語句の発音や使われ方を理解する力が必要です。この授業では、聞き取るためのポイントを理解する様々なリスニン

グ・スキルを学習すると共に、実際に学習者が英語を使い、それらを体得するためのスピーキングの力も伸ばします。授業内では、制限されたタスクを通
して練習を重ね、徐々に自由度の高いアウトプット・タスクを通して定着をはかります。
授業目標：

日常生活上の身近な話題についてのリスニングを聞き、その中で使われている語彙、文法、英語表現を学ぶ。
会話、アナウンス、インタビュ―等、様々なリスニング・インプットを聞き取る為の具体的なスキルを身につける。
聞き取りたい英語の発音や語彙の使われ方等を習得する為、それらを使ってスピーキングの力も伸ばす。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Skillful Listening & Speaking 1（MacMillan出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（20％）、課題（15％）、学期内に複数回実施するリスニングテスト（25％）、定期試験（40％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要です。テキストは毎回必ず持参し、英語読解力を養うために継続的な学習が必要になります。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 6, Listening 1：lexis : competitions, listening for tone of voice 事前：none
事後：本時の復習(課題含) 演習

2 Unit 6, Listening 2：listening for block organisation, prefixes “-ed” & “-ing” 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

3 Unit 6, Speaking：similarities & differences, reduced forms 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

4 Unit 7, Listening 1：lexis : senses, recognizing different types of numbers 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

5 Unit 7, Listening 2：listening for transition questions, suffixes that change adjectives to
nouns

事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

6 Unit 7, Speaking：asking for repetition & clarification, final consonant /t/ before
another consonant

事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

7 Unit 8, Listening 1：lexis : memory, words used to classify items 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

8 Unit 8, Listening 2：“-ex” words, preparing for listening 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

9 Unit 8, Speaking：pronouncing “can” & “canʼt”, thinking before speaking 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

10 Unit 9, Listening 1：lexis : poverty, listening to stories 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

11 Unit 9, Listening 2：Listening for past & present time signals, identifying word families 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

12 Unit 9, Speaking：asking for more information, pronouncing “-ed” endings 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

13 Unit 10, Listening 1：lexis : career fairs, listening to lists 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

14 Unit 10, Listening 2：listening for the structure of a talk, future time markers 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

15 Unit 10, Speaking：introducing a talk, separating thought groups w/pauses 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語Ⅵ（English Ⅵ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 英語Ⅴ

そ の 他 なし

授業概要：
リスニング力の伸長のためには、英語句の発音や使われ方を理解する力が必要です。この授業では、聞き取るためのポイントを理解する様々なリスニン

グ・スキルを学習すると共に、実際に学習者が英語を使い、それらを体得するためのスピーキングの力も伸ばします。授業内では、制限されたタスクを通
して練習を重ね、徐々に自由度の高いアウトプット・タスクを通して定着をはかります。
授業目標：

日常生活上の身近な話題についてのリスニングを聞き、その中で使われている語彙、文法、英語表現を学ぶ。
会話、アナウンス、インタビュ―等、様々なリスニング・インプットを聞き取る為の具体的なスキルを身につける。
聞き取りたい英語の発音や語彙の使われ方等を習得する為、それらを使ってスピーキングの力も伸ばす。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『新 えいご・エイゴ・英語学』稲木昭子・堀田知子・沖田知子著
松柏社

参考文献：
授業中に適宜資料を配布及び紹介する。特にBBCNewsなどのインターネット

を用いて無料で学習できる教材をいくつか紹介し、利用報告をしてもらう。
成績評価の方法、評価基準：

定期試験（80％）、毎回の授業後のレポート等（20％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
よくノートを取るようにしてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Introduction 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

2 音声学 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

3 音韻論 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

4 形態論 ⑴ 接辞及び語幹 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

5 形態論 ⑵ かばん語など 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

6 形態論 ⑶ その他の形態論 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

7 統語論 ⑴ 学校文法 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

8 統語論 ⑵ 構造言語学 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

9 統語論 ⑶ 変形生成文法など 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

10 統語論 ⑷ コーパス言語学など 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

11 意味論 ⑴ 日本語訳をするにあたって 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

12 意味論 ⑵ 意味の多様性 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

13 語用論 ⑴ 語用論とは何か 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

14 語用論 ⑵ 実際に語用論を用いて考える 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

15 形態論・統語論・意味論・語用論の総まとめ 事前：ノートまとめ
事後：ノートを読みかえす 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 英語学概論Ａ（English Linguistics A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 岡部 佑人

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
音声・単語・文法・意味など、様々な観点から英語学について講義する。ひとつひとつのテーマが明確に分かれば、英語学が狙いとしているものが見え

てくると考える。

授業目標：
受講者は英語学的な観点から物事が分析できるようになることを目標とする。英語学とは何かを理解することがテーマである。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『新 えいご・エイゴ・英語学』稲木昭子・堀田知子・沖田知子著
松柏社

参考文献：
授業中に適宜資料を配布及び紹介する。特に、Dictionary.comなどのインターネッ

トを用いて無料で学習できる教材をいくつか紹介し、実際に利用報告をしてもらう。
成績評価の方法、評価基準：

定期試験（80％）、毎回の授業の最後のレポート等（20％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
よくノートを取るようにしてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Introduction 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

2 世界の英語 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

3 英語史 ⑴ 古英語 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

4 英語史 ⑵ 中英語 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

5 英語史 ⑶ 近代英語 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

6 英語史 ⑷ 現代英語 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

7 英語の語源について 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

8 学生発表 ⑴ まず発表 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

9 現代の英語学 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

10 社会言語学 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

11 学生発表 ⑵ ノートの取り方を含む 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

12 コンピュータと英語学 ⑴ BNC corpus 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

13 コンピュータと英語学 ⑵ COHA, COCAなど 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

14 学生発表 ⑶ 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

15 世界の英語・英語史・現代の英語・社会言語学の総まとめ 事前：なし
事後：ノートを読みかえす 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 英語学概論Ｂ（English Linguistics B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 岡部 佑人

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他 なし

授業概要：
英語学とは何かということを説明する。そして、その英語学的な視点から物事を分析できるようになる。そのためには、ノートをしっかり取ることが重

要です。

授業目標：
受講者は英語学的な観点から物事が分析できるようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Speaking of Childcare (NANʼUN-DO)

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
多くの機会を利用して、英語に触れるように努めてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Introduction 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

2 Unit 1 Whatʼ s your name ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

3 Unit 1 Whatʼ s your name ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

4 Unit 2 Where are you from? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

5 Unit 2 Where are you from? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

6 Unit 3 Good morning ! 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

7 Unit 3 Good morning ! 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

8 Unit 4 Are you OK? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

9 Unit 4 Are you OK? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

10 Unit 5 What are you doing ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

11 Unit 5 What are you doing ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

12 Unit 6 How are you feeling ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

13 Unit 6 How are you feeling ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

14 Unit 7 Whatʼ s she like ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

15 Unit 7 Whatʼ s she like ? 事前：テキストの予習
事後：前期の復習 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語コミュニケーションⅠ（English Communication Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 阿部 美恵

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
⚑．保育園、幼稚園についての理解を深めます。
⚒．日常生活で必要とされる英語表現を習得します。

授業目標：
英語コミュニケーションⅠで習得した英語力を基礎に、英語による表現力をさらに高めることを目標にします。テキストは保育園や幼稚園だけでなく、

日常生活にも関係する場面も扱っています。英語が必要な状況になった時にコミュニケーションが円滑にできる英語力を養います。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Speaking of Childcare (NANʼUN-DO)

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
多くの機会を利用して、英語に触れるように努めてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 8 Doʼ s and donʼ ts 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

2 Unit 8 Doʼ s and donʼ ts 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

3 Unit 9 Letʼ s eat lunch ! 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

4 Unit 9 Letʼ s eat lunch ! 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

5 Unit 10 What do you want to do ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

6 Unit 10 What do you want to do ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

7 Unit 11 What do you have to do ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

8 Unit 11 What do you have to do ? 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

9 Uni 12 I need to go potty. 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

10 Uni 12 I need to go potty. 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

11 Unit 13 Good job ! 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

12 Unit 13 Good job ! 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

13 Unit 14 Injuries and emergencies 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

14 Unit 14 Injuries and emergencies 事前：テキストの予習
事後：授業の復習 演習

15 Unit 15 Weʼ re going to go outside 事前：テキストの予習
事後：前期の復習 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語コミュニケーションⅡ（English Communication Ⅱ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 阿部 美恵

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
⚑．保育園、幼稚園についての理解を深めます。
⚒．日常生活で必要とされる英語表現を習得します。

授業目標：
英語コミュニケーションⅠで習得した英語力を基礎に、英語による表現力をさらに高めることを目標にします。テキストは保育園や幼稚園だけでなく、

日常生活にも関係する場面も扱っています。英語が必要な状況になった時にコミュニケーションが円滑にできる英語力を養います。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式



1~3年次用シラバス-02  Page 13 19/03/14 11:35

51

教本：
Letʼ s Enjoy English Tetuzou Sato 他著

参考文献：
授業時に随時、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
英語への理解を深めるために、英英辞典も活用してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 導入授業（授業の概要や進め方、評価方法等についての説明） 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

2 Karaoke 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

3 Be動詞と一般動詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

4 The Survivor 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

5 否定文 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

6 Roommates 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

7 疑問文 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

8 Take Me Out to the Free Ball Game 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

9 助動詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

10 Cool Biz 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

11 第⚑文型と第⚒文型 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

12 Names on the Land 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

13 第⚓文型と第⚔文型 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

14 Working from Home 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

15 まとめ（復習・その他） 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語コミュニケーションⅢ（English Communication Ⅲ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 倉崎 祥子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 子ども学科の学生のみ履修できます。

授業概要：
英語を使って円滑にコミュニケーションがはかれるように、様々な場面や状況を想定し、その場に応じた適切で活用度の高い語彙や慣用表現を多く学ぶ。

授業目標：
文法や発音についての基本的な知識を確実にし、英語の読解力や表現力を高める。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Letʼ s Enjoy English Tetuzou Sato 他著

参考文献：
授業時に随時紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（30％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
英語への理解を深めるために、英英辞典も活用してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 導入授業 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

2 Hawaii and the Aloha Spirit 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

3 進行形 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

4 Football 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

5 受動態 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

6 Wedding Anniversaries and Family Harmony 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

7 第⚕文型 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

8 Japanese Food 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

9 完了形 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

10 No Red Pandas, Please 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

11 動名詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

12 Please Donʼ t Talk and Drive 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

13 不定詞 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

14 分詞構文 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

15 まとめ 事前：単語と文法の予習
事後：学習事項の確認・整理 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語コミュニケーションⅣ（English Communication Ⅳ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 倉崎 祥子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 子ども学科の学生のみ履修できます。

授業概要：
コミュニケーションや読解に必要とされる文法や表現力の基礎を固め、講読、速読等も通して活用度の高い英語表現を多く学習する。

授業目標：
状況や目的に応じて適切な英語表現が出来る語学力を養成する。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Skillful Listening & Speaking Foundation（MacMillan出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（20％）、課題（15％）、学期内に複数回実施するスピーキングテスト（25％）、定期試験（40％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
スピーキングの授業では積極的な発言が求められます。欠席をしないことは勿論、ペアやグループのアクティビティにも積極的に参加してください。テ

キストは毎回必ず持参してください。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 1, Listening：lexis : introducing oneself, listening for the main idea 事前：none
事後：本時の復習(課題含) 演習

2 Unit 1, Speaking 1：forming plurals, pronouncing plural endings 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

3 Unit 1, Speaking 2：the verb “be”, asking for repetition, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

4 Unit 2, Listening：lexis : family, listening for details 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

5 Unit 2, Speaking 1：organizing words, possessive adjectives 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

6 Unit 2, Speaking 2：syllables, follow-up questions, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

7 Unit 3, Listening: lexis：important items, activating prior knowledge 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

8 Unit 3, Speaking 1：possessive pronouns 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

9 Unit 3, Speaking 2：word stress, asking what something is called, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

10 Unit 4, Listening：lexis : shopping, listening for numbers 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

11 Unit 4, Speaking 1：using synonyms, demonstrative pronouns 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

12 Unit 4, Speaking 2：intonation in questions, talking about prices, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

13 Unit 5, Listening：lexis : taste & texture, listening to peopleʼs favourite snacks 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

14 Unit 5, Speaking 1：changing nouns to adjectives by adding “-y” 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

15 Unit 5, Speaking 2：asking for clarification, sentence stress, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語スピーキングⅠ（English Speaking Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
英語スピーキングの授業では、ロールプレイやディスカッション等のアクティビティを通してスピーキングのスキルを伸ばし、英語で基本的なコミュニ

ケーションが取れるようになることを目指します。

授業目標：
日常生活に関わる身近なトピックについて、英語で説明することができるようになる。
簡単なディスカッションや質疑応答などのやり取りを英語でできるようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Skillful Listening & Speaking Foundation（MacMillan出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（20％）、課題（15％）、学期内に複数回実施するスピーキングテスト（25％）、定期試験（40％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
スピーキングの授業では積極的な発言が求められます。欠席をしないことは勿論、ペアやグループのアクティビティにも積極的に参加してください。テ

キストは毎回必ず持参してください。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 6, Listening：lexis : hobbies, making inferences 事前：none
事後：本時の復習(課題含) 演習

2 Unit 6, Speaking 1：collocating with “go”, “play” & “do”, time prepositions 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

3 Unit 6, Speaking 2：reacting appropriately, intonation patterns in reactions, speaking
tasks

事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

4 Unit 7, Listening：lexis : places, listening for and following directions 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

5 Unit 7, Speaking 1：writing definitions, “can” 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

6 Unit 7, Speaking 2：order sequence signal words, linking sounds, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

7 Unit 8, Listening: lexis：television programmes , listening to confirm predictions 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

8 Unit 8, Speaking 1：recognizing homophones, “so” & “neither” 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

9 Unit 8, Speaking 2：expressing likes & dislikes, stress in responses, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

10 Unit 9, Listening：lexis : household chores, listening for reasons 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

11 Unit 9, Speaking 1：forming compound nouns, verb + infinitive 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

12 Unit 9, Speaking 2：reduction of “have to”, making, accepting & declining invitations,
speaking task

事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

13 Unit 10, Listening：lexis : festival holidays, listening to people discuss festival customs 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

14 Unit 10, Speaking 1：identifying word families, quantifiers 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

15 Unit 10, Speaking 2：reduction of “ of ” after quantifiers, summarizing information,
speaking task

事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語スピーキングⅡ（English Speaking Ⅱ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 英語スピーキングⅠ

そ の 他 なし

授業概要：
英語スピーキングの授業では、ロールプレイやディスカッション等のアクティビティを通してスピーキングのスキルを伸ばし、英語で基本的なコミュニ

ケーションが取れるようになることを目指します。

授業目標：
日常生活に関わる身近なトピックについて、英語で説明することができるようになる。
簡単なディスカッションや質疑応答などのやり取りを英語でできるようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
教科書は使用しない。プリントを配付する。

参考文献：
適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（小テスト、受講態度等）（50％）と定期試験（50％）で総合的に評価する。

学生へのアドバイス：
英語の基礎を修得していることが望ましい。毎回出席するよう努めよう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Introduction：授業の進め方と授業概要の説明 事前：―
事後：復習 演習

2 Conversation（英日・日英逐次通訳） Riding a Train
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

3 Conversation（英日・日英逐次通訳）Riding a Train
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

4 Conversation（英日・日英逐次通訳）Taking an Airplane
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

5 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Ryokan
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

6 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Ryokan
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

7 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Hotel
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

8 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Tourist Info Center
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

9 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Tourist Info Center
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

10 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Travel Agency
小テスト（30分、範囲は⚑～10で学習したところ）

事前：―
事後：復習 演習

11 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Travel Agency
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：なし
事後：復習 演習

12 Conversation（英日・日英逐次通訳）Sightseeing
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

13 Conversation（英日・日英逐次通訳） Sightseeing
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

14 Conversation（英日・日英逐次通訳）Sightseeing
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

15 Summary：重要なポイントの説明と全体のまとめ 事前：―
事後：復習 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語通訳Ⅰ（English Interpretation Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 田中 一郎

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
国際化が進む中、旅行やビジネス、日常生活において外国人と接する機会が増えている。この授業では、実際に想定されるそれぞれの会話の場面におい

てよく用いられる英語表現を学びながら、逐次通訳の練習を行う。これによって、これらの場面における実用初級レベルの英日・日英の逐次通訳ができる
能力を身につける。英語ニュースの通訳では、比較的ゆっくりした速度の英語ニュースを聞き、日本語に逐次通訳する練習をする。ニュースは毎回、新し
い話題をテーマにした30秒程度のものを取り上げる。
授業目標：

旅行等における日常会話の逐次英語通訳能力（英日・日英）および英語ニュースの逐次通訳能力（英日）の修得。レベルは実用初級レベル。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
教科書は使用しない。プリントを配付する。

参考文献：
適宜、紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（小テスト、受講態度等）（50％）と定期試験（50％）で総合的に評価する。

学生へのアドバイス：
英語の基礎を修得していることが望ましい。毎回出席するよう努めよう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Introduction：授業の進め方と授業概要の説明 事前：―
事後：復習 演習

2 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Restaurant
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

3 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Restaurant
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

4 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a Restaurant
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

5 Conversation（英日・日英逐次通訳）Shopping
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

6 Conversation（英日・日英逐次通訳）Shopping
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

7 Conversation（英日・日英逐次通訳）Shopping
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

8 Conversation（英日・日英逐次通訳）In the Office
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

9 Conversation（英日・日英逐次通訳）In the Office
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

10 Conversation（英日・日英逐次通訳）In the Office
小テスト（30分、範囲は⚑～10で学習したところ）

事前：―
事後：復習 演習

11 Conversation（英日・日英逐次通訳）On the Street
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

12 Conversation（英日・日英逐次通訳）Accidents and Emergency
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

13 Conversation（英日・日英逐次通訳）Accidents and Emergency
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

14 Conversation（英日・日英逐次通訳）Accidents and Emergency
English News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：復習 演習

15 Summary：重要なポイントの説明と全体のまとめ 事前：―
事後：復習 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語通訳Ⅱ（English Interpretation Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 田中 一郎

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
国際化が進む中、旅行やビジネス、日常生活において外国人と接する機会が増えている。この授業では、実際に想定されるそれぞれの会話の場面におい

てよく用いられる英語表現を学びながら、逐次通訳の練習を行う。これによって、これらの場面における実用中級レベルの英日・日英の逐次通訳ができる
能力を身につける。

英語ニュースの通訳では、ナチュラルスピードに近い英語ニュースを聞き、日本語に逐次通訳する練習をする。ニュースは毎回、新しい話題をテーマに
した30秒程度のものを取り上げる。
授業目標：

旅行、ビジネス等における会話の逐次英語通訳能力（英日・日英）および英語ニュースの逐次通訳能力（英日）の修得。レベルは実用中級レベル。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Present Yourself 1, 2nd edition（Cambridge出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（20％）、各Unitのミニ・プレゼンテーション（20％）、期末プレゼンテーション（35％）、期末筆記試験（25％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
プレゼンテーションを行うにあたっては、欠席をしないことは勿論、復習や課題をしっかり行うことが必要になります。テキストは毎回必ず持参してく

ださい。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Introduction to presentations 1：introductions, brainstorming 事前：none
事後：本時の復習(課題含) 演習

2 Unit 1-1：topic focus : friends, lexis : personalities & interests 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

3 Unit 1-2：introduction & conclusion 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

4 Unit 1-3：note cards, eye contact 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

5 Unit 1-4：practice presentation : presentation about a friend 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

6 Unit 2-1：mini presentation 1, topic focus: a favourite place, lexis : place descriptions 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

7 Unit 2-2：opener : general statements about people, closer: invitation 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

8 Unit 2-3：gestures for descriptions, body language : posture & hand gesture 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

9 Unit 2-4：practice presentation : presentation about a favourite place 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

10 Unit 3-1：mini presentation 2, topic focus : prized possessions, lexis: describing objects 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

11 Unit 3-2：opener: a question, closer : emphasise why something is special 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

12 Unit 3-3：showing a possession, show-and-tell expressions 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

13 Unit 3-4：practice presentation: presentation about a prized possession 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

14 Final presentation preparation : mini presentation 3, final presentation preparation 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

15 Final presentations (followed by feedback) 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語プレゼンテーションＡ（English Presentation A） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 基礎的なスピーキングの力があることを前提とします。英語スピーキングⅠ、Ⅱの履修を推奨します。

そ の 他 なし

授業概要：
様々なテーマに沿った英語でのプレゼンテーションを行うことで、英語で論理的な構成ができるようになり、学術的な内容に対しても分かりやすく話し

たり、質疑応答をしたりできるようになることを目指します。

授業目標：
スピーチの技法を体系的に学び、学術的なプレゼンテーションを作成できるようになる。
スピーチの準備として、英文エッセイを書き、個人やグループでのリハーサルを行えるようにする。
積極的に授業に参加し、毎週様々なトピックについて発言できるようにする。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Present Yourself 1, 2nd edition（Cambridge出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（20％）、各Unitのミニ・プレゼンテーション（20％）、期末プレゼンテーション（35％）、期末筆記試験（25％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
プレゼンテーションを行うにあたっては、欠席をしないことは勿論、復習や課題をしっかり行うことが必要になります。テキストは毎回必ず持参してく

ださい。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 4-1：topic focus : experiences, lexis : describing experiences & feelings 事前：none
事後：本時の復習(課題含) 演習

2 Unit 4-2：opener : mystery list, topic statement & preview, closer: “pass the mike” 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

3 Unit 4-3：using your voice, using stress to emphasize intensifiers 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

4 Unit 4-4：practice presentation : presentation about a memorable experience 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

5 Unit 5-1：mini presentation 4, topic focus : skills & talents, lexis : skills 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

6 Unit 5-2：opener : problem-raising questions, closer : call to action 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

7 Unit 5-3：gestures for actions, checking understanding 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

8 Unit 5-4：practice presentation : demonstrate how to do or make something 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

9 Unit 6-1：mini presentation 5, topic focus: television, lexis : describing programmes 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

10 Unit 6-2：opener : interesting facts, closer : recommendation 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

11 Unit 6-3：sentence stress, phrasing with pauses 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

12 Unit 6-4：practice presentation : review a movie or TV show you have seen 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

13 Asking and answering questions 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

14 Final presentation preparation : mini presentation 6, final presentation preparation: 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

15 Final presentations (followed by feedback) 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語プレゼンテーションＢ（English Presentation B） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 英語プレゼンテーションＡ

そ の 他 なし

授業概要：
様々なテーマに沿った英語でのプレゼンテーションを行うことで、英語で論理的な構成ができるようになり、学術的な内容に対しても分かりやすく話し

たり、質疑応答をしたりできるようになることを目指します。

授業目標：
スピーチの技法を体系的に学び、学術的なプレゼンテーションを作成できるようになる。
スピーチの準備として、英文エッセイを書き、個人やグループでのリハーサルを行えるようにする。
積極的に授業に参加し、毎週様々なトピックについて発言できるようにする。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Skillful Listening & Speaking Foundation（MacMillan出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（20％）、課題（15％）、学期内に複数回実施するスピーキングテスト（25％）、定期試験（40％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
スピーキングの授業では積極的な発言が求められます。欠席をしないことは勿論、ペアやグループのアクティビティにも積極的に参加してください。テ

キストは毎回必ず持参してください。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 1, Listening：lexis : introducing oneself, listening for the main idea 事前：none
事後：本時の復習(課題含) 演習

2 Unit 1, Speaking 1：forming plurals, pronouncing plural endings 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

3 Unit 1, Speaking 2：the verb “be”, asking for repetition, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

4 Unit 2, Listening：lexis : family, listening for details 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

5 Unit 2, Speaking 1：organizing words, possessive adjectives 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

6 Unit 2, Speaking 2：syllables, follow-up questions, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

7 Unit 3, Listening：lexis : important items, activating prior knowledge 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

8 Unit 3, Speaking 1：possessive pronouns 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

9 Unit 3, Speaking 2：word stress, asking what something is called, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

10 Unit 4, Listening：lexis : shopping, listening for numbers 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

11 Unit 4, Speaking 1：using synonyms, demonstrative pronouns 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

12 Unit 4, Speaking 2：intonation in questions, talking about prices, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

13 Unit 5, Listening：lexis : taste & texture, listening to peopleʼs favourite snacks 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

14 Unit 5, Speaking 1：changing nouns to adjectives by adding “-y” 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

15 Unit 5, Speaking 2：asking for clarification, sentence stress, speaking task 事前：前時の復習(課題含)
事後：本時の復習(課題含) 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語プレゼンテーションＣ（English Presentation C） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
英語スピーキングの授業では、ロールプレイやディスカッション等のアクティビティを通してスピーキングのスキルを伸ばし、英語で基本的なコミュニ

ケーションが取れるようになることを目指します。

授業目標：
日常生活に関わる身近なトピックについて、英語で説明することができるようになる。
簡単なディスカッションや質疑応答などのやり取りを英語でできるようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『英米文学総合演習』（三修社）

参考文献：
授業中に適宜資料を配布する。

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
常に世界の出来事に関心を持ち、積極的に授業に参加してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 授業の進め方についての説明 事前：シラバスの熟読
事後：授業の復習 講義

2 『動物農場』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

3 『動物農場』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

4 『開いた窓』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

5 『開いた窓』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

6 『アンクルトムの小屋』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

7 『アンクルトムの小屋』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

8 中間テスト 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

9 『理想の家族』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

10 『理想の家族』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

11 『人間喜劇』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

12 『人間喜劇』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

13 『アメリカの息子』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

14 『アメリカの息子』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

15 まとめ 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 英語文学Ⅰ（English Literature Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 阿部 美恵

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
授業では文学作品を材料に、内容を理解するための設問、文法力の定着を図る問題、リスニング力を向上させる練習問題によって、様々な英語表現の習

得、作品理解、多様な文化の理解を図る。

授業目標：
イギリス、アメリカを代表する作家の作品の講読・鑑賞を通して、読解力を向上させ、多様な英語表現を学ぶことを目標とする。併せて、それぞれの作

家や作品について、時代的、社会的、文化的背景を学ぶごとによって、多様な文化への理解を深めることを目標とする。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『英米文学総合演習』（三修社）

参考文献：
授業中に適宜資料を配布する。

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（50％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（30％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
常に世界の出来事に関心を持ち、積極的に授業に参加してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 『このだらしなさを見てほしい』の講読 事前：シラバスの熟読
事後：授業の復習 講義

2 『このだらしなさを見てほしい』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

3 『トム・ソーヤの冒険』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

4 『トム・ソーヤの冒険』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

5 『息子と恋人たち』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

6 『息子と恋人たち』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

7 中間テスト 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

8 『感謝祭の二人の紳士』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

9 『感謝祭の二人の紳士』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

10 『誰ために鐘は鳴る』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

11 『誰ために鐘は鳴る』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

12 『白鯨』の講読 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

13 『白鯨』に関する練習問題 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

14 世界文学について 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

15 まとめ 事前：前時間の授業の復習
事後：授業の復習 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 英語文学Ⅱ（English Leterature Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 阿部 美恵

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
授業では文学作品を材料に、内容を理解するための設問、文法力の定着を図る問題、リスニング力を向上させる練習問題によって、様々な英語表現の習

得、作品理解、多様な文化の理解を図る。

授業目標：
イギリス、アメリカを代表する作家の作品の講読・鑑賞を通して、読解力を向上させ、多様な英語表現を学ぶことを目標とする。併せて、それぞれの作

家や作品について、時代的、社会的、文化的背景を学ぶごとによって、多様な文化への理解を深めることを目標とする。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
TRIO Writing 1（Oxford出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
初めて英語のライティングに取り組む学生でも授業に取り組むことができるように進めていきます。欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要

です。テキストは毎回必ず持参し、継続的な学習が必要になります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Course Orientation ‒ going through the syllabus, materials
Pre-unit : Readiness（reviewing basic words, sentences）

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Unit 1 : People, Chapter 1) Who are you?（vocabulary related to describing self, I am +
adj, I＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 1 : People, Chapter 1) Who are you? (Using ‘and ʼ, writing a paragraph about
yourself（draft）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 1: People, Chapter 1 ) Who are you?（Formatting a paragraph, re-writing a
paragraph about yourself）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 1 : People, Chapter 2)What describes your family?（vocabulary to describe family,
we + V, they＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 1 : People, Chapter 2) What describes your family?（using we/our & they/their,
paragraph about family（draft））

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 1 : People, Chapter 2) What describes your family?（plural nouns with ‘sʼ, re-
writing paragraph）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 1 : People, Chapter 3) Who is a good friend?（vocabulary to describe friends,
he/she is＋adj, he/she＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 1 : People, Chapter 3) Who is a good friend? （writing a topic sentence with adj,
paragraph about a friend（draft））

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 1 : People, Chapter 3) Who is a good friend?（checking for ‘sʼ with 2 verbs, re-
writing paragraph）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 2 : Geography, Chapter 4）What does your country look like?（vocabulary to
describe your country, plural nouns）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 2 : Geography, Chapter 4）What does your country look like?（using there are + n,
paragraph about your country）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 2 : Places, Chapter 4) What does your country look like?（using capital letters for
places, re-writing paragraph）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 2 : Places, Chapter 5）What is your favorite city?（vocabulary to describe favorite
city, singular count nouns）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for End-of-Term Exam 事前：Semester 1 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語ライティングⅠ（English Writing Ⅰ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
既習および新出の英語彙や英文法を使いながら、一般的で親しみやすいテーマについての英文（パラグラフ）を書く力をつけていくことを目指します。

英文の構造や組み立て方を学び、繰り返し取り組むことを通して、ライティングスキルを身につけます。

授業目標：
⚑．基本的な英語彙や英文法を学習し、ライティングを通して、使いながら身につける。
⚒．一般的なテーマについて、ある程度まとまったオリジナルの英文を書けるようになる。
⚓．自分や他者が書いた英文を添削し、よりよい英文に仕上げるスキルを学ぶ
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
TRIO Writing 1（Oxford出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
初めて英語のライティングに取り組む学生でも授業に取り組むことができるように進めていきます。欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要

です。テキストは毎回必ず持参し、継続的な学習が必要になります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 2 : Geography, Chapter 5)What is your favorite city?（simple sentences with ‘andʼ,
paragraph about a city（draft））

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Unit 2 : Geography, Chapter 5) What is your favorite city?（prepositional phrases, re-
write paragraph）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 2 : Geography, Chapter 6) Who is a good traveler?（Vocabulary to describe a good
traveler, ‘alwaysʼ ʼoftenʼ etc.）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 2 : Geography, Chapter 6)Who is a good traveler?（compound sentences with ‘andʼ,
paragraph about travelers）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 2 : Geography, Chapter 6) Who is a good traveler?（re-write a paragraph about a
good traveler）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 3 : Money, Chapter 7) Who gets a good deal ?（vocabulary to describe a good deal,
does not +V, V＋about）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 3 : Money, Chapter 7) Who gets a good deal ?（compound sentences with ‘butʼ,
using ‘for exampleʼ, paragraph draft）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 3 : Money, Chapter 7) Who gets a good deal ?（re-writing a paragraph about
someone who gets a good deal）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 3 : Money, Chapter 8) What is your favorite restaurant?（vocabulary to describe
restaurants, do not + V, the＋nouns）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 3 : Money, Chapter 8) What is your favorite restaurant?（compound sentences
with ‘soʼ, paragraph（draft））

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 3 : Money, Chapter 8) What is your favorite restaurant? (using ‘firstʼ etc., re-write
paragraph about restaurant）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 3 : Money, Chapter 9) Where do you want to go?（vocabulary to describe travel
plans, want to＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 3 : Money, Chapter 9) Where do you want to go?（using ‘right nowʼ, paragraph
about a place to visit （draft））

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 3 : Money, Chapter 9) Where do you want to go?（using ‘right nowʼ, re-write
paragraph about travel plans）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for end-of-term exam 事前：Semester 2 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語ライティングⅡ（English Writing Ⅱ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
既習および新出の英語彙や英文法を使いながら、一般的で親しみやすいテーマについての英文（パラグラフ）を書く力をつけていくことを目指します。

英文の構造や組み立て方を学び、繰り返し取り組むことを通して、ライティングスキルを身につけます。

授業目標：
⚑．基本的な英語彙や英文法を学習し、ライティングを通して、使いながら身につける。
⚒．一般的なテーマについて、ある程度まとまったオリジナルの英文を書けるようになる。
⚓．自分や他者が書いた英文を添削し、よりよい英文に仕上げるスキルを学ぶ
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式



1~3年次用シラバス-02  Page 26 19/03/14 11:35

64

教本：
TRIO Writing 1（Oxford出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
初めて英語のライティングに取り組む学生でも授業に取り組むことができるように進めていきます。欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要

です。テキストは毎回必ず持参し、継続的な学習が必要になります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Course Orientation ‒ going through the syllabus, materials
Pre-unit : Readiness（reviewing basic words, sentences）

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Unit 1 : People, Chapter 1) Who are you?（vocabulary related to describing self, I am +
adj, I＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 1 : People, Chapter 1) Who are you? (Using ‘and ʼ, writing a paragraph about
yourself（draft）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 1: People, Chapter 1 ) Who are you?（Formatting a paragraph, re-writing a
paragraph about yourself）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 1 : People, Chapter 2)What describes your family?（vocabulary to describe family,
we + V, they＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 1 : People, Chapter 2) What describes your family?（using we/our & they/their,
paragraph about family（draft））

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 1 : People, Chapter 2) What describes your family?（plural nouns with ‘sʼ, re-
writing paragraph）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 1 : People, Chapter 3) Who is a good friend?（vocabulary to describe friends,
he/she is＋adj, he/she＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 1 : People, Chapter 3) Who is a good friend? （writing a topic sentence with adj,
paragraph about a friend（draft））

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 1 : People, Chapter 3) Who is a good friend?（checking for ‘sʼ with 2 verbs, re-
writing paragraph）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 2 : Geography, Chapter 4）What does your country look like?（vocabulary to
describe your country, plural nouns）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 2 : Geography, Chapter 4）What does your country look like?（using there are + n,
paragraph about your country）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 2 : Places, Chapter 4) What does your country look like?（using capital letters for
places, re-writing paragraph）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 2 : Places, Chapter 5）What is your favorite city?（vocabulary to describe favorite
city, singular count nouns）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for End-of-Term Exam 事前：Semester 1 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語ライティングＡ（English Writing Ａ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
既習および新出の英語彙や英文法を使いながら、一般的で親しみやすいテーマについての英文（パラグラフ）を書く力をつけていくことを目指します。

英文の構造や組み立て方を学び、繰り返し取り組むことを通して、ライティングスキルを身につけます。

授業目標：
⚑．基本的な英語彙や英文法を学習し、ライティングを通して、使いながら身につける。
⚒．一般的なテーマについて、ある程度まとまったオリジナルの英文を書けるようになる。
⚓．自分や他者が書いた英文を添削し、よりよい英文に仕上げるスキルを学ぶ
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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65

教本：
TRIO Writing 1（Oxford出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
初めて英語のライティングに取り組む学生でも授業に取り組むことができるように進めていきます。欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要

です。テキストは毎回必ず持参し、継続的な学習が必要になります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 2 : Geography, Chapter 5)What is your favorite city?（simple sentences with ‘andʼ,
paragraph about a city（draft））

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Unit 2 : Geography, Chapter 5) What is your favorite city?（prepositional phrases, re-
write paragraph）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 2 : Geography, Chapter 6) Who is a good traveler?（Vocabulary to describe a good
traveler, ‘alwaysʼ ʼoftenʼ etc.）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 2 : Geography, Chapter 6)Who is a good traveler?（compound sentences with ‘andʼ,
paragraph about travelers）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 2 : Geography, Chapter 6) Who is a good traveler?（re-write a paragraph about a
good traveler）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 3 : Money, Chapter 7) Who gets a good deal ?（vocabulary to describe a good deal,
does not +V, V＋about）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 3 : Money, Chapter 7) Who gets a good deal ?（compound sentences with ‘butʼ,
using ‘for exampleʼ, paragraph draft）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 3 : Money, Chapter 7) Who gets a good deal ?（re-writing a paragraph about
someone who gets a good deal）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 3 : Money, Chapter 8) What is your favorite restaurant?（vocabulary to describe
restaurants, do not + V, the＋nouns）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 3 : Money, Chapter 8) What is your favorite restaurant?（compound sentences
with ‘soʼ, paragraph（draft））

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 3 : Money, Chapter 8) What is your favorite restaurant? (using ‘firstʼ etc., re-write
paragraph about restaurant）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 3 : Money, Chapter 9) Where do you want to go?（vocabulary to describe travel
plans, want to＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 3 : Money, Chapter 9) Where do you want to go?（using ‘right nowʼ, paragraph
about a place to visit （draft））

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 3 : Money, Chapter 9) Where do you want to go?（using ‘right nowʼ, re-write
paragraph about travel plans）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for end-of-term exam 事前：Semester 2 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語ライティングＢ（English Writing Ｂ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
既習および新出の英語彙や英文法を使いながら、一般的で親しみやすいテーマについての英文（パラグラフ）を書く力をつけていくことを目指します。

英文の構造や組み立て方を学び、繰り返し取り組むことを通して、ライティングスキルを身につけます。

授業目標：
⚑．基本的な英語彙や英文法を学習し、ライティングを通して、使いながら身につける。
⚒．一般的なテーマについて、ある程度まとまったオリジナルの英文を書けるようになる。
⚓．自分や他者が書いた英文を添削し、よりよい英文に仕上げるスキルを学ぶ
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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66

教本：
Skillful Listening & Speaking Founda（David Bohlke著MacMillan出版）

参考文献：
その他参考文献は適宣、授業内で紹介予定。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要です。テキストは毎回必ず持参し、英語読解力を養うために継続的な学習が必要になります。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Course Orientation. Unit 1 : Self（ getting familiar with unit vocabulary, asking
questions）

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Unit 1 : Self（listening for the main idea to understand the overall topic） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 1 : Self（planning and practicing asking and answering interview questions） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 2 : Family（getting familiar with unit vocabulary, using possessive adjectives to
talk about relationships）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 2 : Family（listening for details in report and interviews） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 2 : Family（planning and participating in an interview with follow-up questions） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 3 : Stuff（getting familiar with unit vocabulary, using possessive pronouns in
everyday speech）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 3 : Stuff（activating learner knowledge to listen to English texts more carefully） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 3 : Stuff（preparing a simple presentation and answering questions about a familiar
topic）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 4 : Money（getting familiar with unit vocabulary, using pronouns to specify what
you are talking about）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 4 : Money（practicing listening for numbers in dialogues and advertisements） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 4 : Money（preparing and role-playing a sale dialogue） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 5 : Taste（getting familiar with vocabulary, using the simple present tense to
describe habits and general truths）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 5 : Taste（practicing listening for times in interviews and presentations） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Unit 5 : Taste（describing and discussing a familiar dish from your culture） 事前：Semester 1 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語リスニングⅠ（English ListeningⅠ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
リスニング力の伸長のためには、英語句の発音や使われ方を理解する力が必要です。この授業では、聞き取るためのポイントを理解する様々なリスニン

グ・スキルを学習すると共に、実際に学習者が英語を使い、それらを体得するためのスピーキングの力も伸ばします。授業内では、制限されたタスクを通
して練習を重ね、徐々に自由度の高いアウトプット・タスクを通して定着をはかります。
授業目標：
⚑．日常生活上の身近な話題についてのリスニングを聞き、その中で使われている語彙、文法、英語表現を学ぶ
⚒．会話、アナウンス、インタビュ―等、様々なリスニング・インプットを聞き取る為の具体的なスキルを身につける
⚓．聞き取りたい英語の発音や語彙の使われ方等を習得する為、それらを使ってスピーキングの力も伸ばす
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
Skillful Listening & Speaking Founda（David Bohlke著MacMillan出版）

参考文献：
その他参考文献は適宣、授業内で紹介予定。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要です。テキストは毎回必ず持参し、英語読解力を養うために継続的な学習が必要になります。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 6 : Play（getting familiar with unit vocabulary and with using ‘atʼ, ‘inʼ, and ‘onʼ to
talk about time）

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Unit 6 : Play（listening to texts to make inferences about them） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 6 : Play（preparing and taking part in an interview, to share results afterwards） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 7 : Places（getting familiar with unit vocabulary, using ‘canʼ to talk about ability,
possibility, and offers/requests）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 7 : Places（listening to and following simple directions） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 7 : Places（preparing to give and following directions in a conversation） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 8 : Fun（getting familiar with unit vocabulary, using ‘soʼ and ‘neitherʼ to express
similarity）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 8 : Fun（making and confirming predictions while listening） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 8 : Fun（comparing and discussing likes and dislikes） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 9 : Plans（getting familiar with unit vocabulary, recognizing and using verb ＋
infinitive structuresʼ）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 9 : Plans（listening for reasons in dialogues and monologues） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 9 : Plans（discussing and sharing future plans） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 10 : Celebration（getting familiar with unit vocabulary, using quantifiers to discuss
‘how muchʼ）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 10 : Celebration（taking notes when listening to lectures and presentations） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Unit 10 : Celebration（preparing and delivering a simple presentation about a special
occasion）

事前：Semester 1 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚑ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語リスニングⅡ（English ListeningⅡ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
リスニング力の伸長のためには、英語句の発音や使われ方を理解する力が必要です。この授業では、聞き取るためのポイントを理解する様々なリスニン

グ・スキルを学習すると共に、実際に学習者が英語を使い、それらを体得するためのスピーキングの力も伸ばします。授業内では、制限されたタスクを通
して練習を重ね、徐々に自由度の高いアウトプット・タスクを通して定着をはかります。
授業目標：
⚑．日常生活上の身近な話題についてのリスニングを聞き、その中で使われている語彙、文法、英語表現を学ぶ
⚒．会話、アナウンス、インタビュ―等、様々なリスニング・インプットを聞き取る為の具体的なスキルを身につける
⚓．聞き取りたい英語の発音や語彙の使われ方等を習得する為、それらを使ってスピーキングの力も伸ばす
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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68

教本：
TRIO Reading 1（Oxford出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
初めて英語の長文に取り組む学生でも授業に取り組むことができるように進めていきます。欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要です。テ

キストは毎回必ず持参し、英語読解力を養うために継続的な学習が必要になります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Course Orientation ‒ going through the syllabus, materials
Pre-unit : Readiness（reviewing the basics）

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Pre-unit : Readiness（reviewing the basics, sentences and paragraphs） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 1 : People, Chapter 1) How are family members alike?（Vocabulary about family,
relating the text to yourself）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 1 : People, Chapter 1) How are family members alike? (collocations with ‘getʼ,
finding the topic, We + V, They +V)

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 1 : People, Chapter 1) How are family members alike?（summarizing and retelling,
relating the text to the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 1 : People, Chapter 2 ) Who are your friends?（vocabulary about friendship,
relating the text to yourself）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 1 : People, Chapter 2) Who are your friends?（using examples to find word
meanings, identify main ideas）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 1 : People, Chapter 2) Who are your friends?（summarizing and retelling, text to
the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 1 : People, Chapter 3) Why do we like art?（vocabulary about art, connecting text
to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 1 : People, Chapter 3) Why do we like art?（identify synonyms, making inferences,
S＋adj, S＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 1 : People, Chapter 3） Why do we like art?（summarizing and retelling, relating
text to the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 2 : Places, Chapter 4) What can we explore?（vocabulary about exploring, relating
text to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 2 : Places, Chapter 4) What can we explore?（Words with multiple meanings,
using pictures, There is/are＋n）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 2 : Places, Chapter 4) What can we explore?（summarizing and retelling, relating
text to the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for End-of-Term Exam 事前：Semester 1 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語リーディングⅠ（English ReadingⅠ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
基礎的な語彙力や文法力を伸ばしながら、ある程度まとまった英文を読み解く力をつけることを目指します。英文を読んで内容を把握し、それを自分の

英語でまとめ、相手に伝える方法も学びます。また、英文読解特有のスキルも習得できるように指導します。

授業目標：
⚑．基礎的な語彙や文法力を伸ばしながら、ある程度まとまった英語の文章を読めるようにする。
⚒．既存の知識や自分の体験等とつなげて英文を理解し、リーディング内容を自らに取り込むように読み解く力をつける
⚓．取り込んだ内容を、第三者に伝える方法を学ぶ
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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69

教本：
TRIO Reading 1（Oxford出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
初めて英語の長文に取り組む学生でも授業に取り組むことができるように進めていきます。欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要です。テ

キストは毎回必ず持参し、英語読解力を養うために継続的な学習が必要になります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 2 : Places, Chapter 5) How does the world communicate?（vocabulary about
communication）

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Unit 2 : Places, Chapter 5) How does the world communicate?（use a dictionary,
count/noncount nouns）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 2 : Places, Chapter 5) How does the world communicate?（summarizing and
retelling）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 2 : Places, Chapter 6) Why do we go on vacation?（vocabulary about vacation,
relating text to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 2 : Places, Chapter 6) Why do we go on vacation?（comparative and superlative
adj, visualizing）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 2 : Places, Chapter 6) Why do we go on vacation?（summarizing and retelling,
relating text to the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 3 : Things, Chapter 7) What inventions changed the world?（vocabulary about
inventions, text to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 3 : Things, Chapter 7) What inventions changed the world?（word families, signal
words for time）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 3 : Things, Chapter 7) What inventions changed the world?（summarizing and
retelling）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 3 : Things, Chapter 8) Jobs and Skills in the 21st century（vocabulary about jobs,
linking text to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 3 : Things, Chapter 8) Jobs and Skills in the 21st century（suffix ‒er, identify
pronoun references）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 3 : Things, Chapter 8) Jobs and Skills in the 21st century（summarizing and
retelling）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 3 : Things, Chapter 9) Money Matters（vocabulary about money, relating text to
self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 3 : Things, Chapter 9) Money Matters（financial collocations, analyze charts and
spreadsheets）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for End-of-Term Exam 事前：Semester 2 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語リーディングⅡ（English ReadingⅡ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
前期から引き続き、基礎的な語彙力や文法力を伸ばしながら、ある程度まとまった英文を読み解く力をつけることを目指します。英文を読んで内容を把

握し、それを自分の英語でまとめ、相手に伝える方法も学びます。また、英文読解特有のスキルも習得できるように指導します。

授業目標：
⚑．基礎的な語彙や文法力を伸ばしながら、ある程度まとまった英語の文章を読めるようにする。
⚒．既存の知識や自分の体験等とつなげて英文を理解し、リーディング内容を自らに取り込むように読み解く力をつける
⚓．取り込んだ内容を、第三者に伝える方法を学ぶ
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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70

教本：
TRIO Reading 1（Oxford出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
初めて英語の長文に取り組む学生でも授業に取り組むことができるように進めていきます。欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要です。テ

キストは毎回必ず持参し、英語読解力を養うために継続的な学習が必要になります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Course Orientation ‒ going through the syllabus, materials
Pre-unit : Readiness（reviewing the basics）

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Pre-unit : Readiness（reviewing the basics, sentences and paragraphs） 事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 1 : People, Chapter 1) How are family members alike?（Vocabulary about family,
relating the text to yourself）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 1 : People, Chapter 1) How are family members alike? (collocations with ‘getʼ,
finding the topic, We + V, They +V)

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 1 : People, Chapter 1) How are family members alike?（summarizing and retelling,
relating the text to the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 1 : People, Chapter 2 ) Who are your friends?（vocabulary about friendship,
relating the text to yourself）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 1 : People, Chapter 2) Who are your friends?（using examples to find word
meanings, identify main ideas）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 1 : People, Chapter 2) Who are your friends?（summarizing and retelling, text to
the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 1 : People, Chapter 3) Why do we like art?（vocabulary about art, connecting text
to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 1 : People, Chapter 3) Why do we like art?（identify synonyms, making inferences,
S＋adj, S＋V）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 1 : People, Chapter 3） Why do we like art?（summarizing and retelling, relating
text to the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 2 : Places, Chapter 4) What can we explore?（vocabulary about exploring, relating
text to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 2 : Places, Chapter 4) What can we explore?（Words with multiple meanings,
using pictures, There is/are＋n）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 2 : Places, Chapter 4) What can we explore?（summarizing and retelling, relating
text to the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for End-of-Term Exam 事前：Semester 1 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語リーディングＡ（English Reading Ａ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
基礎的な語彙力や文法力を伸ばしながら、ある程度まとまった英文を読み解く力をつけることを目指します。英文を読んで内容を把握し、それを自分の

英語でまとめ、相手に伝える方法も学びます。また、英文読解特有のスキルも習得できるように指導します。

授業目標：
⚑．基礎的な語彙や文法力を伸ばしながら、ある程度まとまった英語の文章を読めるようにする。
⚒．既存の知識や自分の体験等とつなげて英文を理解し、リーディング内容を自らに取り込むように読み解く力をつける
⚓．取り込んだ内容を、第三者に伝える方法を学ぶ
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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71

教本：
TRIO Reading 1（Oxford出版）

参考文献：
適宜、授業内で紹介予定

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点25％、課題およびパフォーマンス25％、定期試験50％を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
初めて英語の長文に取り組む学生でも授業に取り組むことができるように進めていきます。欠席をせず、復習や課題をしっかり行うことが必要です。テ

キストは毎回必ず持参し、英語読解力を養うために継続的な学習が必要になります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 Unit 2 : Places, Chapter 5) How does the world communicate?（vocabulary about
communication）

事前：none
事後：本時の復習（課題含） 演習

2 Unit 2 : Places, Chapter 5) How does the world communicate?（use a dictionary,
count/noncount nouns）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

3 Unit 2 : Places, Chapter 5) How does the world communicate?（summarizing and
retelling）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

4 Unit 2 : Places, Chapter 6) Why do we go on vacation?（vocabulary about vacation,
relating text to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

5 Unit 2 : Places, Chapter 6) Why do we go on vacation?（comparative and superlative
adj, visualizing）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

6 Unit 2 : Places, Chapter 6) Why do we go on vacation?（summarizing and retelling,
relating text to the world）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

7 Unit 3 : Things, Chapter 7) What inventions changed the world?（vocabulary about
inventions, text to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

8 Unit 3 : Things, Chapter 7) What inventions changed the world?（word families, signal
words for time）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

9 Unit 3 : Things, Chapter 7) What inventions changed the world?（summarizing and
retelling）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

10 Unit 3 : Things, Chapter 8) Jobs and Skills in the 21st century（vocabulary about jobs,
linking text to self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

11 Unit 3 : Things, Chapter 8) Jobs and Skills in the 21st century（suffix ‒er, identify
pronoun references）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

12 Unit 3 : Things, Chapter 8) Jobs and Skills in the 21st century（summarizing and
retelling）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

13 Unit 3 : Things, Chapter 9) Money Matters（vocabulary about money, relating text to
self）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

14 Unit 3 : Things, Chapter 9) Money Matters（financial collocations, analyze charts and
spreadsheets）

事前：前時の復習（課題含）
事後：本時の復習（課題含） 演習

15 Review for End-of-Term Exam 事前：Semester 2 revision
事後：Exam preparation 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 英語リーディングＢ（English Reading Ｂ） 科目分類 基礎科目

担 当 教 員 ELEC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
前期から引き続き、基礎的な語彙力や文法力を伸ばしながら、ある程度まとまった英文を読み解く力をつけることを目指します。英文を読んで内容を把

握し、それを自分の英語でまとめ、相手に伝える方法も学びます。また、英文読解特有のスキルも習得できるように指導します。

授業目標：
⚑．基礎的な語彙や文法力を伸ばしながら、ある程度まとまった英語の文章を読めるようにする。
⚒．既存の知識や自分の体験等とつなげて英文を理解し、リーディング内容を自らに取り込むように読み解く力をつける
⚓．取り込んだ内容を、第三者に伝える方法を学ぶ
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
なし

参考文献：
必要に応じて授業中に指示する

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（25％）、小テスト・レポート等（25％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
映像に対する考察力は多くの映像作品に触れることで培われる。授業で紹介した作品は、閲覧の機会があれば視聴してほしい。また、興味深い映像作品

を見つけたら、ぜひ授業でも紹介してほしい。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 映像と心理学との関り 事前：シラバスの確認
事後：講義内容の復習 講義

2 視覚の生理学的基礎 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

3 映像理解に関わる人間の知覚特性（知覚の体制下など） 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

4 映像理解に関わる人間の知覚特性（知覚の恒常性など） 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

5 色覚のメカニズム 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

6 色が映像に与える印象 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

7 映像における空間知覚 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

8 映像における運動知覚 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

9 映像情報の認知的処理 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

10 映像操作がもたらす心理的効果 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

11 映像編集がもたらす心理的効果 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

12 映像表現の諸問題（生体への影響） 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

13 映像表現の諸問題（社会的影響） 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

14 授業のまとめ 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

15 理解度の確認 事前：授業全般の復習
事後：理解の補完 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 映像心理学（Psychology of Visual Presentation） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 野村 康治

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
映像心理学とは映像と人間との関わりを、特に人間理解の観点からとらえようとする包括的な学問領域である。そこで重視されるのは映像に対する客観

的視点である。本授業では、映像がどのように認識されるかについて説明し、映像表現に関する心理学的諸問題を検討する。

授業目標：
①映像を客観的にとらえ、検討するために必要とされる知識と能力が獲得できる。
②映像作品に対し、心理学的関心と探究心が持てるようになる。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『よくわかる！ファイナンス入門』（慶應義塾大学出版会、￥1,800＋消費税）。
他に、レジュメを配布する。

参考文献：
『新・証券投資論Ｉ』（日本経済新聞社、￥4,000＋消費税）

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（60％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
FP（ファイナンシャル・プランナー）資格、証券外務員資格、証券アナリスト資格の各資格試験に役立つ。また、かつて企業の採用担当として面接官を

していたので、就職活動に関する相談にも乗ります。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス、授業内容と進め方、キャッシュフローの合計値としての資産価格 事前：なし
事後：なし 講義

2 株式の評価指標（PER、PBR、ROE） 事前：なし
事後：復習 講義

3～4 株式評価モデル（要求収益率、株式配当割引モデル、サスティナブル成長率） 事前：なし
事後：復習 講義

5 株価変動リスク（リスクとリターン、VIX指数） 事前：なし
事後：復習 講義

6～7 CAPMとマルチ・ファクター・モデル 事前：なし
事後：復習 講義

8～9 株式ポートフォリオ構築
（パッシブ運用とアクティブ運用、バリュー投資とグロース投資）

事前：なし
事後：復習 講義

10 効率的市場仮説とアノマリー 事前：なし
事後：復習 講義

11 ファンダメンタル分析（産業のライフサイクル、競争戦略論） 事前：なし
事後：復習 講義

12～13 テクニカル分析（ローソク足、MACD） 事前：なし
事後：復習 講義

14 株式投資と資産形成 事前：なし
事後：復習 講義

15 講座の総括と理解度の確認 事前：なし
事後：なし 演習

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) エクイティ投資論Ⅰ（Equity Investments Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 橋口 宏行

履 修 条 件
前提科目 債券投資論Ⅰを履修していることが望ましい。

そ の 他

授業概要：
エクイティ（株式とそのデリバティブ）についての、ファンダメンタルズ分析としての株式投資尺度、株価評価モデルについて学びます。また、テクニ

カル分析についても見ていきます。

授業目標：
「株価は経済を映す鏡」といわれます。株価の動きを知り予測することは、経済を読むことと同じです。エクイティ投資の方法を学ぶことによって、世の

中の動きを読めるようになることを目標とします。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
プリントを配布します。

参考文献：
適宜紹介します。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
プレゼンテーション（30％）、レポート（30％）、定期試験（40％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
観光の社会的意義、観光資源の知識、そしてプレゼンテーションの技術を学ぶ機会ととらえ、積極的に授業に参加してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 ガイダンス 事前：なし
事後：なし 講義

2 エコツーリズムとエコツアー 事前：なし
事後：なし 講義

3～4 環境問題と観光（世界編） 事前：なし
事後：なし 講義

5 環境問題と観光（日本編） 事前：なし
事後：なし 講義

6～7 日本のエコツーリズム 事前：なし
事後：なし 講義

8～9 世界のエコツーリズム 事前：なし
事後：なし 講義

10 インタープリターの役割 事前：なし
事後：なし 講義

11 エコツーリズムの評価と持続可能性 事前：なし
事後：なし 講義

12 エコツーリズムの地域づくりへの活用 事前：なし
事後：なし 講義

13～14 インタープリター実践 事前：レポート課題提出
事後：なし 演習

15 エコツーリズムの今後の展望 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) エコツーリズム（Ecotourism） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 永井 恵一

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
観光は自然環境に悪影響を及ぼす行為であると批判の対象にされることがあります。自然環境と観光、そして地域振興を含めた三者の共存のあり方を、

「エコツーリズム」という概念を通じて考え、理解を深めます。

授業目標：
⚑．エコツアーの具体的事例を踏まえながら、エコツーリズムの概念への理解を深める
⚒．エコツアーに特徴的なガイド手法であるインタープリテーションの技法を理解し、実践する
⚓．エコツーリズムとエコツアーの現状と課題に対する理解を深め、今後の観光のあるべき姿を考察する
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
適宜資料配布

参考文献：
佐藤孝行著 Ｍ＆Ａがよくわかる講座 かんき出版

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
平常点（30％）、レポート・試験（70％）で総合評価する。

学生へのアドバイス：
日本経済新聞には、M&Aの記事が頻繁に出てきます。社会人になる前に、M&Aとはなにものかを、知っておきたいものです。社会人になったときに、

M & Aを経験する可能性は高いです。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 M & Aとは何か 事前：なし
事後：なし 講義

2 買収先の店舗概要 事前：なし
事後：なし 講義

3 仕入れ先、経費取引先 事前：なし
事後：なし 講義

4 基本合意書 事前：なし
事後：なし 講義

5 取引基本合意書 事前：なし
事後：なし 講義

6 債権者リスト 事前：なし
事後：なし 講義

7 BS、PL、営業権 事前：なし
事後：なし 講義

8 トップからのメッセージ 事前：なし
事後：なし 講義

9 営業譲渡申請 事前：なし
事後：なし 講義

10 承継業務リスト 事前：なし
事後：なし 講義

11 営業権価値 事前：なし
事後：なし 講義

12 行動基準、プレス発表 事前：なし
事後：なし 講義

13 スタート準備会議 事前：なし
事後：なし 講義

14 営業譲渡対象外物件 事前：なし
事後：なし 講義

15 総括 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) M & A戦略論（M&A STRATEGY） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 榊原 稔

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
具体的な事例で講義します。

授業目標：
学生時代のうちにM & Aとはどんなことなのかを知っておく

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
使用しません

参考文献：
授業内で紹介する。たくさん読んでください。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
私たちがいかに常識や良識にとらわれているか、心を真っ白にする努力をしてみましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 沖縄文化の範囲 事前：なし
事後：授業資料 講義

2 沖縄文化のステレオタイプと実際 事前：なし
事後：授業資料 講義

3 沖縄文化のステレオタイプと実際⚒ 事前：なし
事後：授業資料 講義

4 文化人類学からみた沖縄文化 事前：なし
事後：授業資料 講義

5 沖縄の社会と文化 事前：なし
事後：授業資料 講義

6 沖縄の社会と文化⚒ 事前：なし
事後：授業資料 講義

7 始祖求心的文化 事前：なし
事後：授業資料 講義

8 始祖求心的文化の現代版 事前：なし
事後：授業資料 講義

9 民俗文化の創造 事前：なし
事後：授業資料 講義

10 沖縄文化と「境界」 事前：なし
事後：授業資料 講義

11 祖霊観と他界観 事前：なし
事後：授業資料 講義

12 〈ニライカナイ〉の発想 事前：なし
事後：授業資料 講義

13 沖縄と防衛問題 事前：なし
事後：授業資料 講義

14 沖縄はパラダイスか 事前：なし
事後：授業資料 講義

15 まとめと復習 事前：なし
事後：なし 講義

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 沖縄文化研究Ⅰ（Okinawan Studies Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 安倍 宰

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他

授業概要：
この授業の目的は、ともすれば観光やエキゾチシズムにのみ目の回りがちな沖縄文化を当事者の視点から捉えてみることです。皆さんのほとんどが「遊

びに行くところ」と考えているかもしれません。しかし、当地の生活実感から生活世界を考えるなら、本土とも微妙に異なる世界が出現します。多方面か
ら考えてみましょう。
授業目標：

ヒトが身体を通じて、どのように「世界」と関わっているのかを考える。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式



1~3年次用シラバス-02  Page 39 19/03/14 11:35

77

お

教本：
使用しません

参考文献：
授業内で紹介する。たくさん読んでください。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
授業内容への参加状況等（20％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
私たちがいかに常識や良識にとらわれているか、心を真っ白にする努力をしてみましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 宮古文化と沖縄文化 事前：沖縄の島々を確認
事後：授業資料 講義

2 伊良部島の文化バリエーション 事前：なし
事後：授業資料 講義

3 村落祭祀 事前：なし
事後：授業資料 講義

4 シャーマニズム 事前：なし
事後：授業資料 講義

5 世界観と歴史 事前：なし
事後：授業資料 講義

6 民俗的小宇宙 事前：なし
事後：授業資料 講義

7 本土文化と民俗文化 事前：なし
事後：授業資料 講義

8 法と民俗文化 事前：なし
事後：授業資料 講義

9 法と民俗文化⚒ 事前：なし
事後：授業資料 講義

10 社会組織の変化：祭祀 事前：なし
事後：授業資料 講義

11 社会組織の変化：家族 事前：なし
事後：授業資料 講義

12 フィールド調査 事前：なし
事後：授業資料 講義

13 フィールド調査⚒ 事前：なし
事後：授業資料 講義

14 フィールド調査⚓ 事前：なし
事後：授業資料 講義

15 まとめと復習 事前：なし
事後：なし 講義かレポート

開 講 年 次 ⚒年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 沖縄文化研究Ⅱ（Okinawan Studies Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 安倍 宰

履 修 条 件
前提科目 沖縄文化研究Ⅰ

そ の 他 なし

授業概要：
沖縄文化論Ⅰを受けて、後期ではその範囲を宮古地域に限定して考察します。防衛問題の議論によくみられる「本土 沖縄」という二分法では見えにく

い沖縄の姿を、宮古地域を中心にすえることで違う見方ができるのではないだろうかという視点から授業を進めていきます。

授業目標：
沖縄文化へのより深い理解

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『教職課程のための大学ピアノ教本』（大学音楽教育研究グループ、教育芸

術社）
成績評価の方法、評価基準：

授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：

オフィスアワー：
初回講義日に伝えます。

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 必修 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 音楽（子どもと音楽）（Music） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 鹿戸 一範

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
子どもの音楽活動を支える基礎的な技能として、ピアノの演奏技術の習得を目的とする。また、その習得のために必要な音楽の基礎的な知識（楽典）を

学ぶ。

授業目標：
様々な練習曲等を通して、保育現場で求められる基礎的なピアノ演奏技術を身につける事ができる。保育の中の音楽に必要な楽典やソルフェージュへの

理解の深め、楽譜を正確に読みピアノで演奏することができる。この科目は、幼児期の子どもの発達について、多面的かつ総合的な理解力を有する人材を
養成する科目である。
カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）

知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養
◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション〔授業内容、進め方について〕 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

2 ハ長調の和音・分散和音の伴奏形① 教本 No.1～8 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

3 分散和音の伴奏形②・③ 教本 No.9～16 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

4 分散和音の伴奏形④ ⚔分音符と8分音符 教本 No.17～24 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

5 ハ長調の下属和音 教本 No.25～26 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

6 ヘ長調の主和音・下属和音・属和音 教本 No.27～32 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

7 ト長調の主和音・下属和音・属和音 教本 No.33～38 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

8 いろいろな伴奏形①・②・③・④ 教本 No.39～42 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

9 高い音の練習 教本 No.43～46 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

10 3/8拍子と6/8拍子 教本 No.47～48 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

11 付点4分音符を用いたリズム 教本 No.49～54 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

12 ハ長調の音階 教本 No.55～58 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

13 へ長調の音階 教本 No.59～61 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

14 ト長調の音階 教本 No.62～67 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

15 これまでの授業のまとめと発表 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習
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教本：
「こどものうた200」チャイルド社

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
授業内容への参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 オリエンテーション 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

2 園生活のうた 弾き歌い① 「おはよう」「おはようのうた」他 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

3 園生活のうた 弾き歌い② 「おべんとう」「おかえりのうた」他 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

4 園生活のうた 弾き歌い③ 「さよならのうた」他 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

5 あそびのうた① 「グーチョキパーでなにつくろう」他 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

6 あそびのうた② 「とんとんとんとんひげじいさん」他 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

7 あそびのうた③ 「むすんでひらいて」「こぶたぬきつねこ」他 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

8 季節のうた(春) 弾き歌い① 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

9 季節のうた(春) 弾き歌い② 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

10 季節のうた(夏) 弾き歌い① 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

11 季節のうた(夏) 弾き歌い② 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

12 季節のうた(秋) 弾き歌い① 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

13 季節のうた(秋) 弾き歌い② 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

14 季節のうた(冬) 弾き歌い① 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

15 季節のうた(冬) 弾き歌い② 事前：課題曲の練習
事後：課題曲の仕上げ 演習

開 講 年 次 ⚑年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 演習

授業科目(英文) 音楽で遊ぶ（音楽表現）（Play with music） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 鹿戸 一範

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
保育現場で実際に使用されている「園生活のうた」「こどものうた」を主な題材とし、ピアノ伴奏、及び弾き歌いの技術を学ぶ。また、コードネームの基

礎を学び、簡単な伴奏づけを実践する。

授業目標：
保育現場での音楽活動に対応できるよう様々な「生活のうた」「こどものうた」の弾き歌いの表現技術を身につける。この科目は、幼児期の子どもの発達

について、多面的かつ総合的な理解力を有する人材を養成する科目である。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

○ ◎

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『English Sounds, English Minds』（杉森幹彦、大塚朋美、杉森直樹、Paul Evans
金星堂)

参考文献：
敵宣、授業内で紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
レポート（10％）、音声実技試験（10％）、定期試験（60％）、小テスト（20％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
英語の音声をたくさん聴くようにしてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 イントロダクション 本科目を学ぶ意義と授業全体の構成について 事前：シラバスを確認する
事後：テキスト記入 講義

2 音の発声 母音と子音の種類 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

3 英語のアクセント 音節と強勢、子音結合、句の強勢 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

4 英語のリズム 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

5 紛らわしい母音 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

6 紛らわしい子音 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

7 つながって聞こえる音（連結） 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

8 変化して聞こえる音（同化） 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

9 聞こえなくなる音 ⑴ 単語間の脱落 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

10 聞こえなくなる音 ⑵ 単語内の脱落。短縮形 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

11 英語のイントネーションのパターン 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

12 英語のイントネーションと文中のポーズ 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

13 World Englishes 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

14 英語の数量表現の聞き取り 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

15 まとめと復習、音声実技試験 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 音声学Ⅰ（Phonetics Ⅰ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 岡部 佑人

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
英語の音声についてテキストを用いると同時に、それに伴うＣＤを聞きながら授業を進める。間違いやすい、あるいは難しい音声について実践練習をし、

英語音の連結、脱落、弱化などの現象を理解するだけでなく、実際に練習を通して体得する。

授業目標及びテーマ：
中学校や高等学校で正しく英語の音声指導ができる力をつけることが目標である。英語の音素、アクセント、リズム、イントネーションなどの特徴を確

認することがテーマであり、日本語との比較の視点を取り入れて授業を行う。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式
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教本：
『English Sounds, English Minds』（杉森幹彦、大塚朋美、杉森直樹、Paul Evans
金星堂)

参考文献：
敵宣、授業内で紹介する。

成績評価の方法、評価基準：到達目標が達成できたかを評価する。
レポート（10％）、音声実技試験（10％）、定期試験（60％）、小テスト（20％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
英語の音声をたくさん聴くようにしてください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

授業
回数 授業内容及び計画（詳細に記入) 事前・事後学習（学習課題) 授業形態

1 イントロダクション 本科目を学ぶ意義と授業全体の構成について 事前：シラバスを確認する
事後：テキスト記入 講義

2 音の発声 母音と子音の種類 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

3 英語のアクセント 音節と強勢、子音結合、句の強勢 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

4 英語のリズム 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

5 紛らわしい母音 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

6 紛らわしい子音 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

7 つながって聞こえる音（連結） 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

8 変化して聞こえる音（同化） 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

9 聞こえなくなる音 ⑴ 単語間の脱落 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

10 聞こえなくなる音 ⑵ 単語内の脱落。短縮形 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

11 英語のイントネーションのパターン 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

12 英語のイントネーションと文中のポーズ 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

13 World Englishes 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

14 英語の数量表現の聞き取り 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

15 まとめと復習、音声実技試験 事前：ディクテーション予習
事後：テキスト記入 講義

開 講 年 次 ⚓年次 半期 選択・必修 選択 単 位 数 ⚒ 時 間 数 30 授業形態 講義

授業科目(英文) 音声学Ⅱ（Phonetics Ⅱ） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 岡部 佑人

履 修 条 件
前提科目

そ の 他

授業概要：
英語の音声についてテキストを用いると同時に、それに伴うＣＤを聞きながら授業を進める。間違いやすい、あるいは難しい音声について実践練習をし、

英語音の連結、脱落、弱化などの現象を理解するだけでなく、実際に練習を通して体得する。

授業目標及びテーマ：
中学校や高等学校で正しく英語の音声指導ができる力をつけることが目標である。英語の音素、アクセント、リズム、イントネーションなどの特徴を確

認することがテーマであり、日本語との比較の視点を取り入れて授業を行う。

カリキュラムマップにおける到達目標（最重要に◎、重要に○⚑つ）
知識・技能の習得 思考力・判断力・表現力の育成 学びに向かう力・人間性の涵養

◎ ○

授業計画、事前学習・事後学習、形式


