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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 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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

講義 30分
演習 60分

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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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 90分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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び、アジア観光の

未来を討議する。

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 90分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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
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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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 50分
映像 20分 討議 20分

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 ⚒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、社会的受容の変化など、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：
松田素二編『アフリカ社会を学ぶ人のために』世界思想社、￥2,300＋税

参考文献：
そのつど紹介する。

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：
文献や各種情報を批判的に読み解く力をつけ、自らの思考を展開できるトレーニングをしてください。

オフィスアワー：
月曜日昼休み

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･2 人類の誕生と進化の歴史について学ぶ。「人種」概念の社会的構築性から、外見に
関する思い込みを話し合う。

事前：世界史を振り返る
事後：⚑部⚑・⚓章を復習する

講義 60分､
グループワーク 30分

3 アフリカ大陸の環境と人々の生業について学ぶ。狩猟採集民と現代日本人の働き
方についてディスカッションする。

事前：希望職種を考えてくる
事後：⚑部⚓・⚔章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

4 婚姻を社会制度ととらえて、その多様な在り方を学ぶ。ヌエル社会の事例から親
子関係についてグループワークを行う。

事前：親子の絆を考えてくる
事後：⚓部⚓章を復習する

講義 60分､
グループワーク 30分

5 多言語共存、及びサハラ以南の文字を必要としなかった音文化社会について学ぶ。
日本の音文化と文字文化を比較検討する。

事前：外国語習得を考える
事後：⚑部⚒章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

6 信仰の歴史を概観し、アフリカ地域で培われてきた宗教について学ぶ。自分の宗
教認識を意識化、相対化する。

事前：宗教的行事を考える
事後：⚓部⚔章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

7 アフリカの伝統的な政治、古王国について学ぶ。現在の国境との違いをディスカ
ッションする。

事前：アフリカのイメージ
事後：⚒部⚒章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

8 アフリカ地域とアラブ地域、ヨーロッパとの関係について学ぶ。大航海時代、奴隷
交易についてディスカッションする。

事前：ヨーロッパのイメージ
事後：⚒部⚓章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

9 ヨーロッパ列強による植民地支配、アフリカ地域の分割の経緯を学ぶ。民族の創
出についてグループワークを行う。

事前：「民族」を考える
事後：⚒部⚔章を復習する

講義 60分､
グループワーク 30分

10 フィールドワーク的視点、ライティングを学ぶ。履修者間のコメントも参考に、自
分の課題レポートのテーマを決める。

事前：レポートテーマ準備
事後：執筆を開始する

講義 60分､
グループワーク 30分

11 アフリカ諸国の独立、後期植民地主義、紛争の経緯を学ぶ。アフリカ諸国と列強と
の結びつきをディスカッションする。

事前：紛争の記事収集
事後：⚒部⚔章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

12 南アフリカのアパルトヘイト体制、マンデラ以後の政策を学ぶ。ラグビーを例に
スポーツと国家について話し合う。

事前：南アフリカのイメージ
事後：⚕部⚓章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

13 「民族紛争」の背後について、冷戦体制下の代理戦争、資源獲得紛争などから考え
る。資源についてディスカッションする。

事前：資源について考える
事後：⚔部⚑章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

14 レポートを提出する。レポート内容をプレゼンテーションする。質疑応答を経て
全員でディスカッションする。

事前：レポート作成
事後：ライティング復習

講義 20分、発表 60分､
ディスカッション 60分

15 14回分の授業の流れと毎回の論点について振り返る。履修者は疑問点を整理した
上で講義と質疑応答に参加する。

事前：疑問点を明らかにする
事後：試験準備をする

講義 60分､
ディスカッション 30分

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 Cultures） 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 高校レベルの地理、世界史の知識を必要とする。

授業概要：
人類は約700万年前にアフリカで誕生したと考えられています。人類史においてアフリカは数百万年の間先進の地域でした。現在、深刻な困難に直面して

いることも事実ですが、アフリカには人間が生き延びていくための知恵が蓄積されています。本授業では、アフリカ地域の歴史、アフリカの人々の文化と
社会、アフリカと他の地域との関係について学びます。

授業目標：
⚑．アフリカの歴史と社会を理解する。
⚒．アフリカ諸国と日本、アフリカの人々と自分、の関係を理解するための視点と方法論を理解する。

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：
松田素二編『アフリカ社会を学ぶ人のために』世界思想社、￥2,300＋税

参考文献：
そのつど紹介する。

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：
文献や各種情報を批判的に読み解く力をつけ、自らの思考を展開できるトレーニングをしてください。

オフィスアワー：
月曜日昼休み。

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 人類の誕生と進化の歴史について学ぶ。「人種」概念の社会的構築性から、外見に
関する思い込みを話し合う。

事前：世界史を振り返る
事後：⚒部⚑章を復習する

講義 60分､
グループワーク 30分

2 植民地支配、アフリカ分割、独立の経緯を概観する。コンゴ民主共和国を例に独立
後の困難についてディスカッションする。

事前：世界史を振り返る
事後：⚒部⚔章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

3 後期植民地主義、紛争について学ぶ。コンゴ民主共和国を例に、独立後の困難につ
いても学ぶ。

事前：紛争関連記事収集
事後：⚔部⚑章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

4 近年の経済成長、格差拡大、開発援助について学ぶ。欧米ミュージシャンらのチャ
リティープログラムを例に話し合う。

事前：開発関連記事収集
事後：⚔部⚒章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

5 アフリカの自然は1970年代以降急速に失われてきている。密漁、保護、観光の面か
らディスカッションする。

事前：ジャングルのイメージ
事後：⚔部⚓章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

6 感染症の経緯について学ぶ。男子割礼、女子割礼、（仮性）包茎手術、ラビアプラ
スティを比較し、ディスカッションする。

事前：病むこと、飾ること
事後：⚔部⚔章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

7 在来、外来という視点からアフリカの農業について学ぶ。映画『コーヒーの真実』
からアフリカと自分の繋がりを話し合う。

事前：農業の未来を考える
事後：⚕部⚑章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

8 多くの人が経済的に厳しい生活の中で、アフリカではどのような助け合いがある
のか。日本が学ぶべき点は何かを話し合う。

事前：助け合い経験
事後：⚕部⚒章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

9 アフリカのファッションから流行を学ぶ。コンゴ共和国、サプールなどを例にフ
ァッションについてグループワークを行う。

事前：ファッション誌
事後：⚓部⚑章を復習する

講義 60分､
グループワーク 30分

10 アフリカの音楽が世界に及ぼした影響、ウガンダと日本の音楽交流などを例にデ
ィスカッションを行う。

事前：アフリカ音楽を聴く
事後：⚓部⚑章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

11 フィールドワーク的視点、ライティングを学ぶ。履修者間のコメントも参考に、自
分の課題レポートのテーマを決める。

事前：レポートテーマ準備
事後：執筆を開始する

講義 60分､
グループワーク 30分

12･13 アフリカでは多言語使用が日常的である。ブルキナファソ、モロッコ事例に、多文
化共生についてディスカッションする。

事前：外国語使用振り返り
事後：⚕部⚔章を復習する

講義 60分､
ディスカッション 30分

14 レポートを提出する。レポート内容をプレゼンテーションする。質疑応答を経て
全員でディスカッションする。

事前：レポート作成
事後：ライティング復習

講義 20分、発表 60分､
ディスカッション 10分

15 14回分の授業の流れと毎回の論点について振り返る。履修者は疑問点を整理した
上で講義と質疑応答に参加する。

事前：疑問点を明らかにする
事後：試験準備をする

講義 60分､
ディスカッション 30分

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) アフリカ文化研究Ｂ（Introduction to African Cultures） 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 高校レベルの地理、世界史の知識を必要とする。

授業概要：
人類は約700万年前にアフリカで誕生したと考えられています。人類史においてアフリカは数百万年の間先進の地域でした。現在、深刻な困難に直面して

いることも事実ですが、アフリカには人間が生き延びていくための知識が蓄積されています。本授業では、同時代性に焦点を当てながらアフリカの困難と
希望について学びます。

授業目標：
⚑．アフリカの歴史を学ぶ
⚒．同時代のアフリカを理解する。

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



シラバス-01  Page 8 20/03/17 09:25

8

教本：
教科書は使用しない。必要に応じプリントを配布する。

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。
随時行う小テスト、レポート、授業内容への参加状況、受講態度の評価を通じて、到達目標が達成できたかを総合的に評価する。

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。

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：今回の授業内容 講義

2 アメリカ観光の概要⚑、まとめ、WS(注) 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

3 アメリカ観光の概要⚒、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

4 アメリカの交通産業⚑、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

5 アメリカの交通産業⚒、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

6 アメリカの宿泊産業⚑、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

7 アメリカの宿泊産業⚒、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

8 アメリカの旅行産業、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

9 アメリカのコンベンション産業、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

10 アメリカの連邦・州・市の観光政策、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

11 アメリカの観光資源、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 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：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

13 事例研究：ラスベガスとオーランド、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

14 事例研究： ロードスカラーとAARP、まとめ、WS 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 講義

15 前期まとめ 事前：前回の授業内容
事後：今回の授業内容 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：
Iconic America
(成美堂 ￥1,900（税別）)

参考文献：
Life and Liberty : An American history(P. Roden, R. L. Greer, B. Kraig,
B. M. Bivins Scott, Foresman and Company,)

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％）、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：
アメリカについて知っているようで正確には知らないことが多いと思います。日本人に大きな影響力を持つアメリカ文化について、楽しみながら学び、

ものの見方を広げてもらえたらと思います。
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 College Sports 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

2 The Megachurches 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

3 The Dream of a Colorblind America 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

4 A bilingual County 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

5 Steve Jobs 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

6 Disney and Marvel 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

7 The Appeal of Aloha 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

8 New York City 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

9 Los Angeles 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

10 The Grand Canyon 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

11 Starbucks 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

12 Hip Hop 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

13 Amazon.com 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

14 Angelina Jolie 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

15 Facebook 事前：ウォームアップクイズ
事後：ディスカッション 講義、ディスカッション

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 廣本 和枝

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
「アメリアの今」に焦点をあて、人物、地理、文化、企業をテーマとして、現代のアメリカを理解するのに必要な前提知識について学びます。日本人の学

生が親しんでいることと関連付け、興味を引き付けるように書かれた英語のテキストを用います。

授業目標：
現代のアメリカに対して、より興味を持ち理解できるようになること、および、英語に親しみ英語の語彙を増やす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：
Eye on America and Japan
(南雲堂 ￥1,800（税別）)

参考文献：
Life and Liberty : An American history(P. Roden, R. L. Greer, B. Kraig,
B. M. Bivins Scott, Foresman and Company,)

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（50％）、レポート（25％）、定期試験（25％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
アメリカについて知っているようで正確には知らないことが多いと思います。日本人に大きな影響力を持つアメリカ文化について、楽しみながら学び、

ものの見方を広げてもらえたらと思います。
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 Physical Education and Sports 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

2 Cultural Differences Haircuts 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

3 Music 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

4 Money and Safety 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

5 Life Expectancy 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

6 The Metric System Police 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

7 Seasons and TV Sports 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

8 Business and Jobs 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

9 NHK vs. PBS Marriage Ceremonies 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

10 American Culture 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

11 International Marriage Apartments 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

12 Technology 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

13 School Rules 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

14 Drinking and Entertaining 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

15 Choice 事前：ウォームアップフォト
事後：ディスカッション 講義・ディスカッション

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 廣本 和枝

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
アメリカの生活、文化、教育、習慣、物の見方などについて、日本と比較しながら、理解を深めます。英語で書かれたテクストを用い、補助教材として、

ハンドアウトを配付、折に触れて映像も用います。

授業目標：
アメリカに対して、より興味を持ち理解できるようになること、および英語に親しみ英語の語彙を増やす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：
とくにはありません。六法は持参してください。

参考文献：
授業中に適宜、紹介します

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（30％）、小テスト・レポート等（10％）、定期試験（60％）等で総合評価します。

学生へのアドバイス：
積極的な授業参加と質問を心がけてください。教師の方からもどしどし質問をします。

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 株式会社とは 事前：ネットで調べる
事後： 講義

2 株式会社の法的特徴 事前：ネットで調べる
事後： 講義

3 株式会社の設立 事前：ネットで調べる
事後： 講義

4 株式 事前：ネットで調べる
事後： 講義

5 株主総会Ⅰ 事前：ネットで調べる
事後： 講義

6 取締役 事前：ネットで調べる
事後： 講義

7 取締役会 事前：ネットで調べる
事後： 講義

8 内部統制システム 事前：ネットで調べる
事後： 講義

9 リスク管理 事前：ネットで調べる
事後： 講義

10 株式会社のチェック機関 事前：ネットで調べる
事後： 講義

11 監査役・監査役会 事前：ネットで調べる
事後： 講義

12 会計監査人 事前：ネットで調べる
事後： 講義

13 株式会社の資金調達 事前：ネットで調べる
事後： 講義

14 新株・新株予約権の発行 事前：ネットで調べる
事後： 講義

15 組織再編 事前：ネットで調べる
事後： 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 藤原 俊雄

履 修 条 件
前提科目

そ の 他 法学、私法学を併せて履修していることが望ましいです。

授業概要：
現代社会では非常に重要な存在である株式会社の法的構造について、その不祥事防止策やリスク管理の具体的方式などを含めて検討します。講義形式で

はありますが、科目の性質上「対話重視型授業」をしようと考えています。

授業目標：
安心・安全の会社法という法律自体があるわけではありません。この授業ではむしろ受講生の皆さんとこの科目が開講されている意義についてともに考

えていくことになります。

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



シラバス-01  Page 12 20/03/17 09:25

12

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 安全保障と脅威① 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

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：
①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。
②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



シラバス-01  Page 13 20/03/17 09:25

13

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：
授業中に適宣資料を配布する。

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 授業の進目方についての説明、イギリスについて概観する 事前：シラバスを熟読する
事後：授業の復習をする

イギリスについての講義 70分､
質疑応答 20分

2 イギリスについて概観する 事前：前授業の復習をする
事後：授業の復習をする

イギリスについての講義 70分､
質疑応答 20分

3 Chapter 1 Four Countriesの講読、重要事項、関連事項についての講義を行う 事前：英文の下読みする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

4 Chapter 2 The Lake Districtの講読、重要事項、関連事項についての講義を行
う

事前：英文の下読みする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

5 Chapter 3 Stratford-upon-Avonの講読、重要事項、関連事項についての講義を
行う

事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

6 Chapter 4 London through the Ages(London 1) の講読、重要事項、関連事項に
ついての講義を行う

事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

7 Chapter 5 Wessexの講読、重要事項、関連事項についての講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

8 Chapter 6 Winchesterの講読、重要事項、関連事項についての講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

9 Chapter 7 Oxbridge(Oxford & Cambridge) の講読、重要事項、関連事項につい
ての講義を行う

事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

10 Chapte 8 The Cotswoldsの講読、重要事項、関連事項についての講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

11 Chapter 9 Canterburyの講読、重要事項、関連事項についての講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

12 Chapter 10 Manchesterの講読、重要事項、関連事項についての講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

13 Chapter 11 Sherlock Holmes(London2) の講読、重要事項、関連事項についての
講義を行う

事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

14 Chapter 12 Clastonburyの講読、重要事項、関連事項についての講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

15 Chapter 13 Liverpoolの講読、重要事項、関連事項についての講義を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

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：
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

品鑑賞などを行う。

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、文化的にさまざまな角度から学ぶことによって、異なる文化を考察し、受容することができる態度

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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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 授業の進目方についての説明、イギリスについて概観する 事前：シラバスを熟読する
事後：授業の復習をする

イギリスについての講義 70分､
質疑応答 20分

2 イギリスについて概観する 事前：前授業の復習をする
事後：授業の復習をする

イギリスについての講義 70分､
質疑応答 20分

3 Chapter 13 Liverpoolの講読、重要事項、関連事項の講義を行う 事前：英文の下読みする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

4 Chapter 14 The Potteriesの講読、重要事項、関連事項の講義を行う 事前：英文の下読みする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

5 Chapter 15 Yorkshireの講読、重要事項、関連事項の講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

6 ブロンテ姉妹の生涯と文学について講義する 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

7 Chapter 16 Nottinghamの講読、重要事項、関連事項の講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

8 スコットランドについて概観する 事前：配布資料を下読みする
事後：授業の復習をする

スコットランドについての
講義 70分､質疑応答 20分

9 Chapter 17 Edinburghの講読、重要事項、関連事項の講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

10 Chapter 18 Schoch Whiskyの講読、重要事項、関連事項の講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

11 アイルランドについて概観する 事前：配布資料を下読みする
事後：授業の復習をする

アイルランドについての
講義 70分､質疑応答 20分

12 Chapter 19 Dublinの講読、重要事項、関連事項の講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

13 Chapter 20 Irish-Americansの講読、重要事項、関連事項の講義を行う 事前：英文の下読みをする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

14 スコットランド、アイルランドの代表的な作家の作品を概観する 事前：配布資料を下読みする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

15 スコットランド、アイルランドの代表的な作家の作品を概観する 事前：配布資料を下読みする
事後：授業の復習をする

英文講読 30分、講義 40分､
質疑応答 20分

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：
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

品鑑賞などを行う。

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、文化的にさまざまな角度から学ぶことによって、異なる文化を考察し、受容することができる態度

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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教本：
必要に応じてプリント配布。

参考文献：
対話で育む多文化共生入門 倉八順子

成績評価の方法、評価基準：
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：
必ず出席し、自分も多文化共生を図る社会の一員であると意識して授業に臨みましょう。

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 授業概要 事前：なし
事後：なし 講義

2 同化主義・多文化主義・多文化共生とは何か 事前：なし
事後：なし 講義

3 寛容さとは何か 事前：なし
事後：なし 講義

4 人権についての基礎知識 事前：なし
事後：なし 講義

5 外国人とは何か⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

6 外国人とは何か⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

7 ヘイトスピーチを考える 事前：なし
事後：なし 講義

8 市民権を考える 事前：なし
事後：なし 講義

9 日本の多文化共生政策 事前：なし
事後：なし 講義

10 移民を考える⚑ 事前：なし
事後：なし 講義

11 移民を考える⚒ 事前：なし
事後：なし 講義

12 難民についての基礎知識 事前：なし
事後：なし 講義

13 ボランティアと多文化共生 事前：なし
事後：なし 講義

14 社会の中における自己とは何か 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) 異文化共生論Ａ（Intercultural Understanding A） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 中村 文人

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
グローバリゼーションが進む今日の社会において、異なる背景を持つ人々とともに生きていく必要性は、人間に欠かせない要素である。理論だけでなく

個別具体的な事例を基に、自己や他者を理解するとはどういうことか、を学ぶ。

授業目標：
社会の中で、個人はいかにかかわっていくかの方法について、当事者意識を以って考えられるようになる。

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：
必要に応じてプリント配布。

参考文献：
国際人権を生きる 阿部浩己

成績評価の方法、評価基準：
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：
必ず出席し、当事者意識を以って、自己と他者とのかかわり方について学びましょう。

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 授業概要 事前：なし
事後：なし 講義

2 世界人権宣言と人権 事前：なし
事後：なし 講義

3 国際的なルールと人権 事前：なし
事後：なし 講義

4 ジェンダーについて考える 事前：なし
事後：なし 講義

5 世界の難民について考える 事前：なし
事後：なし 講義

6 日本の難民について考える 事前：なし
事後：なし 講義

7 無国籍について考える 事前：なし
事後：なし 講義

8 多文化主義について考える 事前：なし
事後：なし 講義

9 外国人の在留資格について考える 事前：なし
事後：なし 講義

10 死刑制度について考える 事前：なし
事後：なし 講義

11 緊急事態における人権保障 事前：なし
事後：なし 講義

12 日本国憲法九条について考える 事前：なし
事後：なし 講義

13 パレスチナ問題について考える 事前：なし
事後：なし 講義

14 国家とは何かについて考える 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) 異文化共生論Ｂ（Intercultural Understanding B） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 中村 文人

履 修 条 件
前提科目 異文化共生論Ａ

そ の 他 なし

授業概要：
現代社会はルールによって作られている。人権の観点を念頭に、多文化を守るために社会がどのように機能しているか、そしてどのように発展していく

必要があるかについて、理論と個別的な事例を相互に検証しながら学ぶ。

授業目標：
他者と生きる上で、社会がどのように自らの生活に関連しているかを理解し、社会の一員としてどう振舞うべきかを学ぶ。

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：
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、久米昭元 他著 有斐閣選書）
『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：
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、久米昭元 他著 有斐閣選書）。
『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 なし

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：
そのつど紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（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：
文献や各種情報を批判的に読み解く力をつけ、自らの思考を展開できるトレーニングをしてください。

オフィスアワー：
月曜日昼休み

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 人類の誕生、進化、移動の歴史について学ぶ。「人種」概念の社会的構築性から、
外見に関する思い込みを話し合う。

事前：高校世界史を振り返る
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

2 中国、朝鮮半島、日本に焦点を当てながら、古代から人々がどのように交流してき
たのか学ぶ。

事前：高校日本史を振り返る
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

3 データや記事を利用しながら日本の在留外国人について学ぶ。神奈川県、厚木市
についてグループワークする。

事前：記事、ニュース収集
事後：配布資料復習

講義 60分､
グループワーク 30分

4,5 世界の「先住民族」をめぐる動きを概観する。「神々のうた 大地にふたたび」を
視聴し、先住民アイヌの人々について学ぶ。

事前：記事、ニュース収集
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

6 「クリスマス」はどのような経緯で今日のような行事として世界に拡散したのか
学ぶ。オランダを事例に議論も行う。

事前：クリスマスを振り返る
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

7 イスラーム圏への輸出や旅行者増を受け、イスラームへの関心が高まっている。
「ハラール」に関しグループワークを行う。

事前：食のタブーのイメージ
事後：配布資料復習

講義 60分､
グループワーク 30分

8 厚木市八菅地区は山伏の里で名高い。山伏に関する厚木市の言い伝えを学び、厚
木の異文化に触れる。

事前：厚木のイメージ
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

9 松蔭大学付近の小野地区には小野小町伝承が伝えられている。小町をめぐる地元
住民と松蔭大学生の活動について学ぶ。

事前：小野小町のイメージ
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

10 視覚障害があることを、「見る文化」とは異なる「触る文化」の人々と捉える。視
点としての異文化の意義を学ぶ。

事前：バリアフリー
事後：配布資料復習

講義 60分、
グループワーク 30分

11 フィールドワーク的視点、ライティングを学ぶ。履修者間のコメントも参考に、自
分の課題レポートのテーマを決める

事前：レポートテーマ準備
事後：レポート執筆開始

講義 60分､
グループワーク 30分

12 聴覚障害があることを手話という外国語でコミュニケーションする人々と捉え
る。視点としての異文化の意義を学ぶ。

事前：バリアフリー
事後：配布資料復習

講義 60分､
グループワーク 30分

13 企業などの組織を異文化の視点から経営、分析する意義について学ぶ。 事前：カルチャーショック
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

14 レポートを提出する。レポート内容をプレゼンテーションする。質疑応答を経て
全員でディスカッションする。

事前：レポートを作成する
事後：ライティング復習

講義 20分､発表 60分､
ディスカッション 10分

15 14回分の授業の流れと毎回の論点について振り返る。履修者は疑問点を整理した
上で講義と質疑応答に参加する。

事前：疑問点を整理する
事後：試験準備をする

講義 60分､
ディスカッション 30分

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 高校レベルの日本史、世界史の知識を必要とする。

授業概要：
異文化とは単に外国の文化のことを指すわけではありません。異文化を視点として用いることで、日本社会を新たな切り口で見ることができます。本授

業では、異文化理解は自文化理解を伴なうことを学びます。

授業目標：
⚑．異文化の視点で自文化を捉えることができる。
⚒．異文化の視点を日常生活、具体的な実践に応用できる。

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：
なし。

参考文献：
そのつど紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
授業参加状況等（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：
文献や各種情報を批判的に読み解く力をつけ、自らの思考を展開できるトレーニングをしてください。

オフィスアワー：
月曜日昼休み。

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･2 人類の誕生、進化、移動の歴史について学ぶ。「人種」概念の社会的構築性から、
外見に関する思い込みを話し合う。

事前：高校世界史を振り返る
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

3 文明の交差点としてのオリエント（東洋）について学び、現在メディアで報道され
るイメージとの違いを理解する。

事前：高校地理を振り返る
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

4 オリエントで今日に繋がる学問が発展した経緯、「アラビアンナイト」の形成につ
いて学ぶ。各自のイメージを話し合う。

事前：アラビアンナイト検索
事後：アラビアンナイトを読む

講義 60分､
グループワーク 30分

5 大航海時代から帝国主義時代にかけて、世界がどのように動いていったのか学ぶ。 事前：ヨーロッパのイメージ
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

6 「アラビアンナイト」が、「異文化」として世界に紹介されていった経緯を、当時
の社会・軍事情勢との関係から学ぶ。

事前：ベストセラーを挙げる
事後：アラビアンナイト読書

講義 60分､
ディスカッション 30分

7･8 エドワード・サイードの「オリエンタリズム」批判の論点を学ぶ。異文化研究は支
配の道具となりうることを理解する。

事前：オリエントのイメージ
事後：配布資料復習

講義 60分､
ディスカッション 30分

9 グローバリズム、グローカリズムという視点について学ぶ。身近な商品やサービ
スについてグループワークを行う。

事前：ファストフード経験
事後：配布資料復習

講義 60分､
グループワーク 30分

10 これまでの「日本文化論」の変遷について概観する。「文化」として語られること
を学ぶ。

事前：日本のイメージ
事後：文化論再考

講義 60分､
ディスカッション 30分

11 フィールドワーク的視点、ライティングについて学ぶ。グループワークを参考に
しながら課題レポートのテーマを決める

事前：レポートテーマ準備
事後：レポート執筆開始

講義 60分､
グループワーク 30分

12 文化相対主義、自文化中心主義について学ぶ。ホーレス・マイナーの「ナシレマア
プローチ」を例にグループワークをする。

事前：自分の「不思議」行為
事後：「ナシレマ」を読む

講義 60分､
グループワーク 30分

13 身体の使い方、あり方の文化的多様性を、「身体技法」、「プロクセミックス」、「身
体加工」から学ぶ。エクササイズも行う。

事前：日常の癖を意識する
事後：配布資料復習

講義 60分､
グループワーク 30分

14 レポートを提出する。レポート内容をプレゼンテーションする。質疑応答を経て
全員でディスカッションする。

事前：レポート作成
事後：ライティング復習

講義 20分､発表 60分､
ディスカッション10分

15 14回分の授業の流れと毎回の論点について振り返る。履修者は疑問点を整理した
上で講義と質疑応答に参加する。

事前：疑問点を明らかにする
事後：試験準備をする

講義 60分､
ディスカッション 30分

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

そ の 他 高校レベルの地理、世界史の知識を必要とする。

授業概要：
本授業は、異文化理解に必要な視点、概念、理論について学びます。人類史における異なる集団の出会い、描かれ方、関わり方を、世界史の流れの中で

理解していきます。

授業目標：
⚑．異文化を理解に必要な視点、概念、理論を理解する。
⚒．異文化の視点を、身の周りの具体的な現象の解釈に応用できる。

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（50％）、課題・レポート等（50％）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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 45分､
ディスカッション 45分

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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

2 インターンシップ実施要綱 インターンシップの意義を理解する 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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

3 第⚑回希望調査 自分の希望と時期を考える 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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

4 企業人としての心構えと働くことの意義 面接の練習を行う 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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

5 企業研究 実習希望生の企業をそれぞれ調べ発表する 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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

6 第⚒回希望調査 自分の希望と時期を考える 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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

7 提出書類の作成 履歴書 履歴書の記入について学ぶ 事前：履歴書の項目を考える
事後：履歴書を清書する

(講義 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

8 提出書類の作成 自己紹介 自己紹介文の作成について学ぶ 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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

10 個別指導（研修先企業の研究） 実習先の企業について調べ発表する 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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

11 先輩からの体験報告◎ 先輩への質問を考えていねいに伝える 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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

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 20分＋ノートを取りながら
振り返り 10分)を⚓回､講義は､写
真や動画を盛り込んで進める。

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

報告会のリハーサルをしたのち、
報告会を実施する。互いに質問し
合うように進める。

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 ホテル経営論Ⅰ（同時履修可）

そ の 他 なし
授業概要：

実習先の受け入れ人数に合わせて、履修人数を制限することがある。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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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 シラバスの説明、PC環境の整備 事前：シラバスの確認
事後：PCの設定確認

講義 60分
演習 30分

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

講義 45分
演習 45分

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：構成ファイルの予習
事後：Webサイトの役割を整理

講義 45分
演習 45分

4 HTMLでの基本的なマークアップ～ファイルの拡張子と関連付け 事前：資料：HTMLの予習
事後：HTMLファイルの作成

講義 45分
演習 45分

5 HTML 5とメディア表示 事前：資料：様々なタグの予習
事後：様々なメディアタグの作成

講義 45分
演習 45分

6 CSS：スタイルシートの基礎、色表現 事前：資料：CSSの予習
事後：CSSのカスタマイズ

講義 45分
演習 45分

7 CSS3での表現、フォント 事前：資料：CSS3の予習
事後：CSS3の機能を試す

講義 45分
演習 45分

8 画像の扱いとフィルター、CSSアニメーション 事前：資料：CSSフィルターの予習
事後：CSSアニメーションの作成

講義 45分
演習 45分

9 JavaScript⑴ Webページでのスクリプトの実行 事前：資料：JSの予習
事後：JSのカスタマイズ

講義 45分
演習 45分

10 JavaScript⑵ タグへのイベント設定 事前：資料：イベントの予習
事後：イベントのカスタマイズ

講義 45分
演習 45分

11 JavaScript⑶ 外部データの取り込み 事前：資料：AJAXの予習
事後：公開APIからのデータ取得

講義 45分
演習 45分

12 環境の違いとレスポンシブデザイン 事前：資料：モバイル環境の予習
事後：レスポンシブページの作成

講義 45分
演習 45分

13 フレームワークの利用 事前：資料：フレームワークの予習
事後：フレームワークを利用したページ作成

講義 45分
演習 45分

14 CMSとコンテンツの再利用 事前：資料：CMSの予習
事後：CMS用のテンプレート作成

講義 45分
演習 45分

15 まとめ 事前：興味のあるWebサイトを調べる
事後：資料：実装の流行を読む

講義 45分
演習 45分

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 専門科目

担 当 教 員 岸 康人

履 修 条 件
前提科目 プログラミングⅠ/基礎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：
Four Corners 1 (Cambridge)

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：
英語で話すことに自信を持てるようネイティブ講師が指導します。積極的に英語で話すことを繰り返していけば、やがて英語に慣れ親しめるようになり

ます。簡単な表現で伝わる英語を学びましょう。
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 Unit 1：New friends（自己紹介や初対面時の挨拶、会話の中でのbe動詞の使い方）、
グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：挨拶表現の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

2 Unit 1：New friends（仕事や都市名について話す、YesとNoで答える質問文及び応
答文）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：職業の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

3 Unit 2：People and places（国籍や出身地について話す、場所を尋ねる疑問文の会話）、
グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：国名の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

4 Unit 2：People and places（電話番号を正しく伝える、電話番号やメールアドレスを
尋ねる表現）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：数字の発音を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

5 Unit 2：People and places（家族と数字の説明、Who～やHow old～を使った疑問文
の会話）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：家族の表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

6 Unit 3：What’s that?（身近な物について話す、aとanの使い分け、複数形を使った会
話）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：身近な物の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

7 Unit 3：What’s that?（服装や色について話す、所有代名詞を使った会話）グループワ
ーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：服装や色の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

8 Unit 4：Daily life（電車、バスなど移動手段について話す,時間について尋ねる会話）、
グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：場所と時の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

9 Unit 4：Daily life（毎日のスケジュールについて話すYesとNoで答える質問文）、グ
ループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：予定の表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

10 Unit 5：Free time（メールや音楽などの習慣について話す、頻度について話す表現）、
グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：頻度の表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

11 Unit 5：Free time（買い物の表現について話す、値段を尋ねる表現）、グループワー
ク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：買い物時の表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

12 Unit 5：Free time（自由時間の使い方について尋ねる、What, Who, Whenなどを使っ
た疑問文）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：定型質問文を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

13 Unit 6：Work and play（多様な職業名について話す、Whatなどの疑問文にdoesを加
えた表現）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：職業名の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

14 Unit 6：Work and play（できること、できないことについて話す、Canを使って能力
について尋ねる）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：能力の表現を確認する

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

15 Unit 6：Work and play（できること、できないことについて話す、様々な職業につい
て話す）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：仕事関連表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

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 OTC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
ネイティブ講師が担当します。各項目で重要表現の説明を最小限に行い、場面別の発話を繰り返すことで、学生が能動的に英語での発話に参加できるよ

うに促します。挨拶から始め、身の回りの物や国籍、数字、色などの英語の基本表現力を身につけます。

授業目標：
①英語での簡単な挨拶や自己紹介ができる②英会話の中で使われる最低限必要な英文法を理解する③英語で質問された際に自信を持って応対ができる。

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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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
Unit 1 It’s Good to See You.（be動詞の現在形）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

2 Unit 1 It’s Good to See You.（be動詞の現在形）
Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwiseを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

3 Unit 2 When Do You Sleep?（一般動詞の現在形）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

4 Unit 2 When Do You Sleep?（一般動詞の現在形）
Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwiseを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

5 Unit 3 A Baked Potato, Please.（可算名詞と不可算名詞）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

6 Unit 3 A Baked Potato, Please.（可算名詞と不可算名詞）
Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwiseを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

7 Unit 4 That’s Me（代名詞/不定詞、動名詞）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

8 Unit 4 That’s Me（代名詞/不定詞、動名詞）
Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwiseを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

9 Unit 5 These Looks Really Fresh（形容詞、副詞）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

10 Unit 5 These Looks Really Fresh（形容詞、副詞）
Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwiseを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

11 Unit 6 Don’t Cut Your Finger !（命令文）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

12 Unit 6 Don’t Cut Your Finger !（命令文）
Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwiseを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

13 Unit 7 What’s Everybody Doing?（現在進行形、過去進行形）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

14 Unit 7 What’s Everybody Doing?（現在進行形、過去進行形）
Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwiseを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

15 Review、Unit 1～Unit 7 の重要事項を中心に復習する 事前：Unit 1～Unit 7 の復習
事後：Unit 1～Unit 7 の確認 解説 30分 質疑応答 60分

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

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：
On Your Way !（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。
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教本：
Off to the World ! 金聖堂 ￥1,800

参考文献：
随時、紹介。

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％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
出席は必須。テキストに加えて辞書を持参し、毎回、地道に努力を積み重ねること。

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 Orientation and Introduction of English CourseⅠ 事前：なし
事後：復習 演習

2 Unit 2 Olympic Spirit ! 事前：
事後：復習 演習

3 Unit 2 Olympic Spirit ! 事前：
事後：復習 演習

4 Unit 3 The Power of Greetings 事前：
事後：復習 演習

5 Unit 3 The Power of Greetings 事前：
事後：復習 演習

6 Unit 4 Where is My Hotel ? 事前：
事後：復習 演習

7 Unit 4 Where is My Hotel ? 事前：
事後：復習 演習

8 Review and mid-term Exam 事前：
事後：復習(1～7) 演習

9 Unit 5 Our Gloval Connection 事前：
事後：復習 演習

10 Unit 5 Our Gloval Connection 事前：
事後：復習 演習

11 Unit 1 Hitchhiking Around the World 事前：
事後：復習 演習

12 Unit 1 Hitchhiking Around the World 事前：
事後：復習 演習

13 Unit 6 Welcome Home ! 事前：
事後：復習 演習

14 Unit 6 Welcome Home ! 事前：
事後：復習 演習

15 Review for Final Exam 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 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
大学における第二言語としての英語を十分に学び、異文化への興味の基礎を作る。

授業目標：
英語の基礎的なコミュニケーション能力を身につける。

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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教本：
World of Wonders : Inspiring the Future

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：
英語で考えよう。

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 Chapters 1 and 2 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

2 Chapters 3 and 4 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

3 Summary of the World of Food 事前：Read the chapters
事後：Review the chapter 演習

4 Chapters 5 and 6 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

5 Chapters 7 and 8 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

6 Summary of the World of Culture 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

7 Chapters 9 and 10 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

8 Chapters 11 and 12 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

9 Summary of the World of Science 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

10 Chapters 13 and 14 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

11 Chapters 15 and 16 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

12 Summary of the World of Business 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

13 Chapters 17 and 18 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

14 Chapters 19 and 20 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 演習

15 Summary of the World of Politics 事前：Read the Contents
事後：Review the chapters 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 小倉 美知子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
テキストを用いてreading,簡単な質疑応答、reading の題材に応じた短いparagraph writing を行う。

授業目標：
英語で読み、話し、考え、書く力を付ける。

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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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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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（説明・質疑応答） 事前：―
事後：授業概要の確認

演習（説明 45分、質
疑応答 45分）

2 Unit One 品詞
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：―
事後：Unit Oneの復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

3 Unit Two 現在形と現在進行形
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：―
事後：Unit Two復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

4 Unit Three 過去形と過去進行形
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：Unit One Exercise復習
事後：Unit Three復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

5 Unit Four 現在完了形 ⑴
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：Unit Two Exercise復習
事後：Unit Four復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

6 Unit Five 現在完了形 ⑵
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：Unit Three Exercise復習
事後：Unit Five復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

7 Unit Six 過去完了形と完了形のまとめ
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：Unit Four Exercise復習
事後：Unit Six復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

8 Unit Seven 第⚑文型と第⚒文型
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：Unit Five Exercise復習
事後：Unit Seven復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

9 Unit One～Unit Sevenの復習（解説・質疑応答） 事前：Unit Six Exercise復習
事後：Unit 1-7 復習

演習（解説 45分、質
疑応答 45分）

10 小テスト（60分、範囲はUnits One～Six）
解説 30分

事前：Unit Seven Exercise復習
事後：小テスト自己採点・復習

小テスト 60分
解説 30分

11 Unit Eight 第⚓文型、第⚔文型、第⚕文型
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：―
事後：Unit Eight復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

12 Unit Nine 冠詞
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：小テスト正解の確認・復習
事後：Unit Nine復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

13 Unit Ten 代名詞
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：Unit Eight Exercise復習
事後：Unit Ten復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

14 Unit Eleven 前置詞
解説・解答70分、Exercise 20分

事前：Unit Nine Exercise復習
事後：Unit Eleven復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

15 Summary：重要なポイントの説明と全体のまとめ
(解説・質疑応答）

事前：Unit Ten Exercise復習
事後：Unit Eleven Exercise、

Unit 1-11復習

演習（解説 45分、質
疑応答 45分）

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：
英文法の基礎を学びながら、日常生活で必要とされる程度の英語表現を修得するための学習を行う。

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：
Daily Communication（南雲堂） ￥1,300＋税

参考文献：
授業で適宜紹介する。

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：
この授業で諸君の英語運用能力を伸ばすための授業です。必ず出席し課題提出する共に声を出し授業に参加することです。なお、上記授業計画は、授業

の進捗状況等により変更する場合があります。
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 導入授業：授業の進め方と授業概要等説明 事前：
事後：復習 演習

2 Unit 1 Dinner 事前：Dinnerについて下読
事後：日本語を英語に 演習

3 Unit 2 英字新聞 要約記事（日本出来事について） 事前： ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

4 Unit 3 Welcome ! 事前：Welcome ! 下読
事後：日本語を英語に 演習

5 Unit 4 英字新聞 要約記事（日本出来事について） 事前： ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

6 Unit 5 Driving to College 事前：Driving to College 下読
事後：日本語を英語に 演習

7 Unit 6 英字新聞 要約記事（日本出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

8 小テスト（60分）範囲：導入授業～Unit 6 事前：テスト対策。
事後：振り返り 復習とテスト

9 Unit 7 In Class 事前：In Class下読
事後：日本語を英語に 演習

10 Unit 8 英字新聞 要約記事（日本出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

11 Unit 9 Sigtseeing 事前：Sigtseeing下読。
事後：日本語を英語表現 演習

12 Unit 10 英字新聞 要約記事（日本出来事について） 事前： ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

13 Unit 11 Coffee Shop 事前：Coffee Shop下読。
事後：日本語を英語に。 演習

14 Unit 12 英字新聞 要約記事（日本出来事について） 事前： ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

15 小テスト（60分）範囲：Unit 7～Unit 12 事前：テスト対策
事後：振り返り 復習とテスト

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 中村 文男

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
学生諸君の英語運用能力を高めるために、英語を声に出して読み、その英語を書きます。最後に、その英語を書き取り、自分の弱点を確認します。また

は、その英語を素早く読み概要を理解する授業です。

授業目標：
臆せず、意思疎通を図ることできるように英語の運用能力を高めることが目標です。

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：
総合英語パワーアップ入門編（南雲堂） ￥1,900＋税

参考文献：
授業で適宜言及する。

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等（50％）を総合して評価します。

学生へのアドバイス：
必ず出席し、積極的に発言して、日常生活で使う英語に親しみましょう。

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 導入授業：授業の進め方と授業概要の説明 事前：なし
事後：復習 演習

2 Unit 1 自己紹介 事前：Unit 1 文法を解く
事後：復習 演習

3 Unit 2 家族・ペット 事前：Unit 2 文法を解く
事後：復習 演習

4 Unit 3 趣味 事前：Unit 3文法を解く
事後：復習 演習

5 Unit 4 大学生活 事前：Unit 4 文法を解く
事後：復習 演習

6 Unit 5 食べ物 事前：Unit 5 文法を解く
事後：復習 演習

7 Unit 6 コンサート 事前：Unit 6 文法を解く
事後：復習 演習

8 小テスト（60分）範囲：導入授業～Unit 6 事前：テスト対策
事後：振り返り テスト

9 Unit 7 道案内 事前：Unit 7 文法を解く
事後：復習 演習

10 Unit 8 日本文化紹介 事前：Unit 8 文法を解く
事後：復習 演習

11 Unit 9 ジェスチャー 事前：Unit 9 文法を解く
事後：復習 演習

12 Unit 10 観光案内 事前：Unit 10 文法を解く
事後：復習 演習

13 Unit 11 航空券を買う 事前：Unit 11 文法を解く
事後：復習 演習

14 Unit 12 E-mailを書く 事前：Unit 12 文法を解く
事後：復習 演習

15 小テスト（60分）範囲：Unit 7～Unit 12 事前：テスト対策
事後：次の学期への振り返り テスト

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 中村 文人

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
生活に密接した英語を学び、自らの思いを自然に表現できるようになるため、様々な英語の表現を学びます。リスニングとスピーキングの能力を中心と

して、日常生活で使える生きた英語への理解を目指します。

授業目標：
日常生活において、外国人と英語で、基礎的なコミュニケーションを取れることを目指します。

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：
English Here and There（Terry O’Brien）他 南雲堂 ￥2,420（税込み）

参考文献：
How English Works（M. Swan, C. Walter）Oxford Univ. Press

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：
担当教員による評価 50％には、授業毎に行うタスクの評価が含まれます。授業では、積極的に声を出して英語を使ってください。

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 Our Garden
Do you trust your GPS?

事前：p.8 be動詞
事後：宿題p.6-7：1,2,

タスク実践 60分
演習 30分

2 The History of the Village
Waiting for a Plane

事前：p.13 一般動詞
事後：宿題p.11-12：1,2

タスク実践 60分
演習 30分

3 Where are my socks ?
Are you all right?

事前：p.18 代名詞
事後：宿題p.16-17：1,2

タスク実践 60分
演習 30分

4 Checking in at a Hotel
Tour Schedule

事前：p.23 数詞
事後：宿題p.21-22：1,4

タスク実践 60分
演習 30分

5 House for Sale
The City

事前：p.28 前置詞・接続詞
事後：宿題p.26-27：1,2,

タスク実践 60分
演習 30分

6 Our Company
At the Hospital

事前：p33 助動詞・完了形
事後：宿題p31-.32：1,5

タスク実践 60分
演習 30分

7 Packing Your Bags
A train Ticket

事前：p38 関係代名詞命令文
事後：宿題p.37：1

タスク実践 60分
演習 30分

8 Airport Forms
During the Flight

事前：p.41 関係副詞
事後：宿題p.42：：1

タスク実践 60分
演習 30分

9 What kind of person?
At the Hotel

事前：p.32 不定詞・動名詞
事後：宿題p.46-47：1,

タスク実践 60分
演習 30分

10 Driving Instructions
A Lovely Blouse

事前：p.35 形容詞・副詞
事後：宿題p.51-52：1,4,

タスク実践 60分
演習 30分

11 How was your room?
What happened?

事前：p.40 疑問詞・未来形
事後：宿題p.57：1,2,3

タスク実践 60分
演習 30分

12 Shopping
Street Directions

事前：p.44 加算不加算名詞
事後：宿題p.62：1,

タスク実践 60分
演習 30分

13 My Luxury
A Tall Young Man

事前：p.48 there・使役動詞
事後：宿題p67：1,2,

タスク実践 60分
演習 30分

14 Reading Your Mind
I lost my camera.

事前：p.52 進行形・現在分詞
事後：宿題p.71-72：1,2,5

タスク実践 60分
演習 30分

15 In the Police Box
Studying English

事前：p.78 受動態・仮定法
事後：宿題77：1,2,

タスク実践 60分
演習 30分

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 廣本 和枝

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他 特になし

授業概要：
身近なトピックを題材とした200字程度の英文を読み、語彙の獲得と同時に、文法（形式）の確認をします。また、英文の内容と関連した「対話」もあり

ます。様々なタスクを取り入れ、英語を実際に用いる機会をできるだけ多くします。

授業目標：
英語コミュニケーション・スキルの基礎レベル（Common European Framework of Reference for Languages A1・A2）に達成す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）

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：
英語で話すことに自信を持てるようネイティブ講師が指導します。積極的に英語で話すことを繰り返していけば、やがて英語に慣れ親しめるようになり

ます。簡単な表現で伝わる英語を学びましょう。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

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 OTC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
ネイティブ講師が担当し、各項目で必要な表現の説明を最小限に行い、使える表現の発話を繰り返すことで、生徒が能動的に英語での発話に参加できる

ように促します。食事や道案内などの会話表現及び過去形、進行形などの英語文法の基本表現を学びます。

授業目標：
①英語での簡単な挨拶や自己紹介ができる②英会話の中で使われる最低限必要な英文法を理解する③英語で質問された際に自信を持って応対ができる。

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

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 7：Food（食べ物とその量について話す、someとany【可算名詞と不可算名詞】
の使い分け）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：食べ物の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

2 Unit 7：Food（料理と頻度について話す、毎日、週⚑回などの頻度について話す）、
グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：頻度の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

3 Unit 8：In the neighborhood（道案内の表現を覚える、会話の中での場所の前置詞の
使い分け表現）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：場所の前置詞を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

4 Unit 8：In the neighborhood（観光施設の場所を尋ねる、Turn left/左に曲がる等の表
現）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：道案内の表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

5 Unit 8：In the neighborhood（道案内の情報を尋ねる、There is/areを使った表現）、
グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：場所や時刻の確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

6 Unit 9：What’s are you doing?（動作表現の動詞を覚える、ingを使った現在進行形の
表現）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：前置詞の使い方を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

7 Unit 9：What’s are you doing?（興味のあることについての表現、疑問詞を使い現在
進行形で尋ねる）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：近況表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

8 Unit 10：Past experiences（過去の出来事について話す、規則動詞の過去形を使たっ
た表現）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：過去形の表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

9 Unit 10：Past experiences（不規則動詞を使い出来事を説明する、不規則動詞の過去
形を使った表現）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：不規則動詞の確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

10 Unit 11：Getting away（感情表現について話す、be動詞の過去形を使たった表現）、
グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：感情表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

11 Unit 11：Getting away（ナチュラルに会話をつなげる、いいこと、悪いことについて
の表現）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：日常会話の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

12 Unit 11：Getting away（休暇時の表現について話す、Whereなどの質問文の過去形
の表現）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：休暇時の表現を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

13 Unit 12：Time to celebrate（数詞と未来について話す、Be going toとYes/Noを使っ
た文）、グループワーク。

事前：語彙・発音を調べる
事後：数詞の語彙を確認

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

14 Unit 12：Time to celebrate（パーティーの計画について話す、疑問文で現在進行形を
使って話す）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：未来の表現を確認する

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分

15 Unit 12：Time to celebrate（世界各国の誕生日について話す、祝いに関することを話
す）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：祝いの表現を確認する

講義 40分、会話 30分､
ディスカッション 20分
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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 I'm Free on Saturday Afternoon（前置詞）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

2
Unit 8 I'm Free on Saturday Afternoon（前置詞）

Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwise を中心に行
う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

3 Unit 9 Do They Have Any Smaller Ones?（比較級、最上級）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

4
Unit 9 Do They Have Any Smaller Ones?（比較級、最上級）

Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwise を中心に行
う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

5 Unit 10 He Paid for Everything（過去形）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

6
Unit 10 He Paid for Everything（過去形）

Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwise を中心に行
う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

7 Unit 11 I Haven’t Been There for a Long Time（現在完了形）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

8
Unit 11 I Haven’t Been There for a Long Time（現在完了形）

Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwise を中心に行
う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

9 Unit 12 Thrilled by Universal Studios（受動態）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

10
Unit 12 Thrilled by Universal Studios（受動態）

Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwise を中心に行
う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

11 Unit 13 I’ll Be Fine（助動詞）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

12
Unit 13 I’ll Be Fine(助動詞)

Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwise を中心に行
う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

13 Unit 14 Hopes and Dreams（接続詞）
Conversation, Pronunciation, Grammar Wokshopを中心に行う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

14
Unit 14 Hopes and Dreams（接続詞）

Grammar Check, Picture Practice, Reading, Wordwise を中心に行
う。

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

15 Review、Unit 8からUnit 14の重要項目を中心に復習を行う。 事前：Unit 8～Unit 14 の復習
事後：Unit 8～Unit 14 の確認 解説 30分 質疑応答 60分

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

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：
On Your Way !（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。
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教本：
Off to the World ! 金聖堂 ￥1,800

参考文献：
随時、紹介。

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：
出席は必須。テキストに加えて辞書を持参し、毎回、地道に努力を積み重ねること。

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 7 The Secret of Life 事前：
事後：復習 演習

2 Unit 7 The Secret of Life 事前：
事後：復習 演習

3 Unit 8 Is This Seat Taken? 事前：
事後：復習 演習

4 Unit 8 Is This Seat Taken? 事前：
事後：復習 演習

5 Unit 9 Exploring World Religions 事前：
事後：復習 演習

6 Unit 9 Exploring World Religions 事前：
事後：復習 演習

7 Unit 10 Let’s Study Abroad ! 事前：
事後：復習 演習

8 Unit 10 Let’s Study Abroad ! 事前：
事後：復習 演習

9 Unit 11 What is th Most Diffiult Language? 事前：
事後：復習 演習

10 Unit 11 What is th Most Diffiult Language? 事前：
事後：復習 演習

11 Unit 12 A Crowded Planet 事前：
事後：復習 演習

12 Unit 12 A Crowded Planet 事前：
事後：復習 演習

13 Unit 15 World Citizenship 事前：
事後：復習 演習

14 Unit 15 World Citizenship 事前：
事後：復習 演習

15 Review for Final Exam 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 粟屋 信子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
大学における第二言語としての英語を十分に学び、異文化への興味の基礎を作る。

授業目標：
英語の基礎的なコミュニケーション能力を身につける。

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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教本：
World of Wonders : A Brave New World

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：
英語で考えよう。

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 事前：Read the contents
事後：Review 演習

2 Chapters 1 and 2 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

3 Chapters 3 and 4 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

4 Chapter 5 and Summary of the five chapters 事前：Read the chapter
事後：Review 演習

5 Chapters 6 and 7 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

6 Chapters 8 and 9 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

7 Chapter 10 and Summary of the five chapters 事前：Read the chapter
事後：Review 演習

8 Chapters 11 and 12 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

9 Chapters 13 and 14 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

10 Chapter 15 and Summary of the five chapters 事前：Read the chapter
事後：Review 演習

11 Chapters 16 and 17 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

12 Chapters 18 and 19 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

13 Chapter 20 and the Summary of the five chapters 事前：Read the chapter
事後：Review 演習

14 Summary of the whole contents 事前：Read all chapters
事後：Review 演習

15 Summary of the paragraph writing 事前：Read all chapters
事後：Review 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 小倉 美知子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
テキストを用いてreading，簡単な質疑応答、readingの題材に応じた短いparagraph writingを行う。

授業目標：
英語で読み、話し、考え、書く力を付ける。

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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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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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％）を総合して評価する。

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（説明・質疑応答） 事前：―
事後：授業概要の確認

演習（説明 45分、質
疑応答 45分）

2 Unit One 受動態 ⑴
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：―
事後：Unit Oneの復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

3 Unit Two 受動態 ⑵
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：―
事後：Unit Two復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

4 Unit Three 未来形
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：Unit One Exercise復習
事後：Unit Three復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

5 Unit Four 助動詞 ⑴
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：Unit Two Exercise復習
事後：Unit Four復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

6 Unit Five 助動詞 ⑵
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：Unit Three Exercise復習
事後：Unit Five復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

7 Unit Six to 不定詞
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：Unit Four Exercise復習
事後：Unit Six復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

8 Unit Seven 動詞原形ing
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：Unit Five Exercise復習
事後：Unit Seven復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

9 Unit One～Unit Sevenの復習（解説・質疑応答） 事前：Unit Six Exercise復習
事後：Unit 1-7復習

演習（解説 45分、質
疑応答 45分）

10 小テスト（60分、範囲はUnits One～Seven）
解説 30分

事前：Unit Seven Exercise復習
事後：小テスト自己採点・復習

小テスト 60分
解説 30分

11 Unit Eight 接続詞
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：―
事後：Unit Eight復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

12 Unit Nine 比較
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：小テスト正解の確認・復習
事後：Unit Nine復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

13 Unit Ten 関係詞 ⑴
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：Unit Eight Exercise復習
事後：Unit Ten復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

14 Unit Eleven 関係詞 ⑵
解説・解答 70分、Exercise 20分

事前：Unit Nine Exercise復習
事後：Unit Eleven復習

演習（解説・解答 70
分、Exercise 20分）

15 Summary：重要なポイントの解説と全体のまとめ
（解説・質疑応答）

事前：Unit Ten Exercise復習
事後：Unit Eleven Exercise、

Unit 1-11復習

演習（解説 45分、質
疑応答 45分）

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：
英文法の基礎を学びながら、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の学習を行う。

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：
Daily Communication（南雲堂) ￥1,300＋税

参考文献：
授業で適宜言及する。

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：
この授業で諸君の英語運用能力を伸ばすための授業です。必ず出席し課題提出する共に声を出し授業に参加することです。なお、上記授業計画は、授業

の進捗状況等により変更する場合があります。
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 13 Shopping 事前：shoppingの下読
事後：日本語を英語に 演習

2 Unit 14 英字新聞 要約記事（日本の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

3 Unit 15 Being on Time 事前：Being on Time 下読
事後：日本語を英語に 演習

4 Unit 16 英字新聞 要約記事（日本の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

5 Unit 17 Asking What Day It Is 事前：このUnitの下読
事後：日本語を英語に 演習

6 Unit 18 英字新聞 要約記事（日本の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

7 小テスト（60分）範囲：Unit 13～Unit 18 事前：テスト対策
事後：振り返り 復習とテスト

8 Unit 19 Part-time Job 事前：Part-time Jobの下読
事後：日本語を英語に 演習

9 Unit 20 英字新聞 要約記事（日本の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

10 Unit 21 Getting a Driver’ s License 事前：このUnitの下読
事後：日本語を英語に 演習

11 Unit 22 英字新聞 要約記事（日本の出来事について） 事前： ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

12 Unit 23 About the Weather 事前：このUnitの下読
事後：日本語を英語に 演習

13 Unit 24 英字新聞 要約記事（日本の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

14 Unit 25 Have You Seen my Key? 事前：このUnitの下読
事後：日本語を英語に 演習

15 小テスト（60分）範囲：Unit 19～Unit 25 事前：テスト対策
事後：振り返り 復習とテスト

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 中村 文男

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
学生諸君の英語運用能力を高めるために、英語を声に出して読み、その英語を書きます。最後に、その英語を書き取り、自分の弱点を確認します。また

は、その英語を素早く読み概要を理解する授業です。

授業目標：
臆せず、意思疎通を図ることができるように英語の運用能力を高めることが目標です。

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：
総合英語パワーアップ入門編（南雲堂） ￥1,900＋税

参考文献：
授業で適宜言及する。

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：
必ず出席し、積極的に発言して、日常生活で使う英語に親しみましょう。

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 導入授業：授業の進め方と授業概要の説明 事前：なし
事後：復習 演習

2 Unit 13 機内で 事前：Unit 13 文法を解く
事後：復習 演習

3 Unit 14 空港で 事前：Unit 14 文法を解く
事後：復習 演習

4 Unit 15 ホテル 事前：Unit 15 文法を解く
事後：復習 演習

5 Unit 16 レストランで 事前：Unit 16 文法を解く
事後：復習 演習

6 Unit 17 ショッピング 事前：Unit 17 文法を解く
事後：復習 演習

7 Unit 18 ベースボール 事前：Unit 18 文法を解く
事後：復習 演習

8 小テスト（60分）範囲：導入授業～Unit 18 事前：テスト対策
事後：振り返り テスト

9 Unit 19 ミュージカル鑑賞 事前：Unit 19 文法を解く
事後：復習 演習

10 Unit 20 旅行案内 事前：Unit 20 文法を解く
事後：復習 演習

11 Unit 21 トラブル・シューティング 事前：Unit 21 文法を解く
事後：復習 演習

12 Unit 22 体調不良 事前：Unit 22 文法を解く
事後：復習 演習

13 Unit 23 電話での申し込み 事前：Unit 23 文法を解く
事後：復習 演習

14 Unit 24 さよなら、アメリカ！ 事前：Unit 24 文法を解く
事後：復習 演習

15 小テスト（60分）範囲：Unit 19～Unit 24 事前：テスト対策
事後：次の学期への振り返り テスト

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 中村 文人

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
生活に密接した英語を学び、自らの思いを自然に表現できるようになるため、様々な英語の表現を学びます。リスニングとスピーキングの能力を中心と

して、日常生活で使える生きた英語への理解を目指します。

授業目標：
日常生活において、外国人と英語で、基礎的なコミュニケーションを取れることを目指します。

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：
Dear Learners（永本義弘 他）
南雲堂 ￥2,530（税込み）

参考文献：
How English Works（M. Swan, C. Walter）Oxford Univ. Press

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：
担当教員による評価には、授業毎に行うタスクの評価が含まれます。授業では、積極的に声を出して英語を使ってください。

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 Malala 事前：p.4 Warm up
事後：宿題p.5

タスク実践 60分
演習 30分

2 OzHarvest Market 事前：p.8 Warm up
事後：宿題p.9

タスク実践 60分
演習 30分

3 An Eye on Crime 事前：p.12 Warm up
事後：宿題p.13

タスク実践 60分
演習 30分

4 Work Balance 事前：p.16 Warm up
事後：宿題p.17

タスク実践 60分
演習 30分

5 Sport BMX and Urban Fun 事前：p.20 Warm up
事後：宿題p.21

タスク実践 60分
演習 30分

6 Happiness 事前：p.24 Warm up
事後：宿題p.25

タスク実践 60分
演習 30分

7 Sports and Games 事前：p.28 Warm up
事後：宿題p.29

タスク実践 60分
演習 30分

8 Review and Test 事前：pp.4-31 Review
事後：小テスト プレゼン

テスト 30分
発表 90分

9 Medical Science 事前：p.32 Warm up
事後：宿題p.33

タスク実践 60分
演習 30分

10 Resilience 事前：p.35 Warm up
事後：宿題p.37

タスク実践 60分
演習 30分

11 Efforts to Flag Fake-news 事前：p.40 Warm up
事後：宿題p.41

タスク実践 60分
演習 30分

12 Brain Development 事前：p.44 Warm up
事後：宿題p.45

タスク実践 60分
演習 30分

13 Yosegaki Hinomaru 事前：p.48 Warm up
事後：宿題p.5

タスク実践 60分
演習 30分

14 A Hero 事前：p.52 Warm up
事後：宿題p.49

タスク実践 60分
演習 30分

15 Review and Test 事前： pp.36-55 Review
事後：小テスト プレゼン

テスト 30分
発表 90分

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 廣本 和枝

履 修 条 件
前提科目 特になし

そ の 他 特になし

授業概要：
身近なトピックを題材とした250字程度の英文を読み、語彙の獲得と同時に、正確な「読み」の練習をします。また、英文の内容と関連した「対話」もあ

ります。様々なタスクを取り入れ、英語を実際に用いる機会をできるだけ多くします。

授業目標：
英語コミュニケーション・スキルの中級レベル(Common European Framework of Reference for Languages B1・B2)に達成す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 2（Cambridge）

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：
英語で話すことに自信を持てるようネイティブ講師が指導します。積極的に英語で話すことを繰り返していけば、やがて英語に慣れ親しめるようになり

ます。簡単な表現で伝わる英語を学びましょう。
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 Unit 1：My interests（自己紹介や初対面時の挨拶、会話の中でのbe動詞の使い方）、
グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：挨拶表現の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

2 Unit 1：My interests（スポーツについて話す、会話の中での動詞の過去形の使い方）、
グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：スポーツの語彙

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

3 Unit 2：Descriptions（人物描写、What…like?を使った会話）、グループワーク 事前：語彙・発音を調べる
事後：国名の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

4 Unit 2：Descriptions（分からないことを確かめる、質問に答える表現）、グループワ
ーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：heとsheの発音

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

5 Unit 2：Descriptions（容姿の説明、What…look like?を使った会話）、グループワーク 事前：語彙・発音を調べる
事後：家族の表現を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

6 Unit 3：Rain or shine（天気について話す、会話の中での副詞の使い方）、グループワ
ーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：身近な物の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

7 Unit 3：Rain or shine（室内でのアクティビティについて話す、Would you like todo?
を使った会話）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：服装や色の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

8 Unit 4：Life at home（家の中の物について話す、Howmany/much…を使った会話）、
グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：場所と時の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

9 Unit 4：Life at home（家の中での動作について話す、掃除などについて話す）、グル
ープワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：予定の表現を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

10 Unit 5：Health（身体について話す、動作について話す）、グループワーク 事前：語彙・発音を調べる
事後：頻度の表現を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

11 Unit 5：Health（体調について話す、病院で体調を伝える会話）、グループワーク 事前：語彙・発音を調べる
事後：買い物時の表現を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

12 Unit 5：Health（健康についての習慣について話す、Howoften…? を使った会話）、グ
ループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：定型質問文を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

13 Unit 6：What’s on TV?（テレビ番組を説明する、hope to…、want to…などを使った
会話）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：職業名の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

14 Unit 6：What’s on TV?（テレビについて話す、会話の中での現在進行形の使い方）、
グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：能力の表現を確認する

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

15 Unit 6：What’s on TV?（テレビ番組について話す、好きな番組を説明する）、グルー
プワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：TV番組の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

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 OTC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
ネイティブ講師が担当します。各項目で重要表現の説明を最小限に行い、場面別の発話を繰り返すことで、学生が能動的に英語での発話に参加できるよ

うに促します。趣味、スポーツ、天気、体調、テレビ番組などについての英語応用表現力を身につけます。

授業目標：
①英語での挨拶や自己紹介ができる②英会話の中で必要な各種話題に、簡単な英語で対応できる会話力を身につける③相手に尋ねたり、質問に答えたり

するなど、応用表現力を身につける。

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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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
Unit 1 The Royal Family(present tense)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

2 Unit 1 The Royal Family(present tense)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

解説 20分 練習問題 60分、ペアワー
ク 10分

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

3 Unit 2 The Beatles(past tense)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

4 Unit 2 The Beatles(past tense)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

5 Unit 3 Very Cold !(progressive forms)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

6 Unit 3 Very Cold !(progressive forms)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

7 Unit 4 Euro Money(auxiliary verbs)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

8 Uni 4 Euro Money(auliliary verbs)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

9 Unit 5 To Your Health !(perfect tense)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

10 Unit 5 To Your Health !(perfect tense)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

11 Unit 6 Recycling(article/pronounce)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

12 Unit 6 Recycling(article/prounce)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

13 Unit 7 The UK(nouns:countable, uncountable)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

14 Unit 7 The UK(nouns:countable, uncountable)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammar を中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､グラマーチェック
30分､リスニング 15分､リー
ディング 15分､質疑応答 10分

15 Review、Unit 1～Unit 7 の重要事項を中心に復習を行う 事前：Unit 1～Unit 7 の復習
事後：Unit 1～Unit 7 の確認 解説 30分 質疑応答 60分

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：
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：
English Indicator 1(Essential)，（南雲堂）

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。
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教本：
Readers'Forum 2: Everyday English

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：
英語で考えよう。

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 Lesson 1：Everyday Education, 1 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

2 Lesson 2：Everyday Travel 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

3 Lesson 3：Everyday Food 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

4 Lesson 4：Everyday Sociology, 1 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

5 Lesson 5：Everyday Education, 2 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

6 Lesson 6：Everyday Technology 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

7 Lesson 7：Everyday Sociology, 2 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

8 Lesson 8：Everyday Fashion 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

9 Lesson 9：Everyday History 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

10 Lesson 10：Everyday Ecology 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

11 Lesson 11：Everyday Ganing 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

12 Lesson 12：Everyday Parenting 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

13 Lesson 13：Everyday Sports 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

14 Lesson 14：Everyday Work 事前：Read the lesson
事後：Review 演習

15 Lesson 15：Everyday Psychology 事前：Read the lesson
事後：Review 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 小倉 美知子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
テキストを用いてreading，簡単な質疑応答、readingの題材に応じた短いparagraph writingを行う。

授業目標：
英語で読み、話し、考え、書く力を付ける。

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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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 対話練習 事前：単語と文法の予習
事後：学習内容の確認・整理 演習

4 It’ 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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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



シラバス-01  Page 50 20/03/17 09:25

50

教本：
Four Corners 2 Workbook（Cambridge University Press）

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実用的能力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。知識修得を授業の前に済ませ、知識確
認を授業で行う反転授業とする。
Unit 1 興味のあることを伝える（be動詞の現在形などを学ぶ）

事前：―
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

2 Unit 1 スポーツについて話す（現在形などを学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

3 Unit 2 人の性格について話す（be＋形容詞などを学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

4 Unit 2 人の容姿について話す（What … look like? などの形を学ぶ）反転授業と
する。

事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

5 Unit 3 天候について話す（extremelyなどの程度の副詞などを学ぶ）反転授業と
する。

事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

6 Unit 3 自分のしたいことを伝える（I’d like…の形などを学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

7 Units 1～3 の復習（解説・質疑応答） 事前：Units 1～3 復習
事後：Units 1～3 復習

演習（解説 45分、質疑応
答 45分）

8 小テスト（60分、範囲はUnits 1～ 3）解説30分 事前：Units 1～3 復習
事後：小テスト自己採点・復習

演習（小テスト 60分、解
説 30分

9 Unit 4 家の中にあるものや音について話す（manyやmuchなどの数量詞などを学
ぶ）反転授業とする。

事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

10 Unit 4 家事について話す（動詞句などを学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

11 Unit 5 体について話す（deeply、carefullyなどの様態の副詞などを学ぶ）反転授
業とする。

事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

12 Unit 5 体調について話す（Howで始まる疑問文などを学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

13 Unit 6 テレビ番組を見る（動詞＋不定詞、動詞＋動名詞などについて学ぶ）反転
授業とする。

事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

14 Unit 6 予定を述べる（進行形を用いた未来形などについて学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

15 Units 4～6 の復習（解説・質疑応答） 事前：Units 4～6 復習
事後：Units 4～6 復習

演習（解説 45分、質疑応
答 45分）

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 田中 一郎

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修得を目指す。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、将来の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：
Encounters on Campuse（南雲堂） ￥1,900＋税

参考文献：
授業で適宜言及する。

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％）の総合して評価します。

学生へのアドバイス：
この授業は諸君の英語運用能力を伸ばすための授業です。必ず出席し課題提出する共に声を出し授業に参加することです。なお、上記授業計画は、授業

の進捗状況等により変更する場合があります。
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 導入授業：授業の進め方と授業概要等説明 事前：
事後：復習 演習

2 Unit 1 Nice to Meet You 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

3 Unit 2 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

4 Unit 3 This is my friend. 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

5 Unit 4 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前： ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

6 Unit 5 Where Do People Hang Out? 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

7 小テスト（60分）範囲：導入授業～Unit 5 事前：小テスト対策
事後：振り返り 復習とテスト

8 Unit 6 I Went to That Place 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

9 Unit 7 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

10 Unit 8 I Have a Quetion 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

11 Unit 9 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

12 Unit 10 Would It Be Possible to Study This? 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

13 Unit 11 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

14 Unit 12 I Have to Miss Next Class 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

15 小テスト（60分）範囲：Unit 6～Unit 12 事前：小テスト対策
事後：振り返り 復習とテスト

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 中村 文男

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
英語Ⅰ・Ⅱを踏まえ学生諸君の英語運用能力を高めるために、英語を声に出して読み、その英語を書きます。最後に、その英語を書き取り、自分の弱点

を確認します。または、その英語を素早く読み概要を理解する授業です。

授業目標：
臆せず、意思疎通を図ることができるように英語の運用能力を高めることが目標です。

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：
総合英語パワーアップ初級編（南雲堂）￥2,000＋税

参考文献：
授業で適宜言及する。

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％）の総合して評価します。

学生へのアドバイス：
必ず出席し、積極的に発言して、日常生活で使う英語に親しみましょう。

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 導入授業：授業の進め方と授業の概要 事前：なし
事後：復習 演習

2 Unit 1 College Life 1 事前：Unit 1 文法を解く
事後：復習 演習

3 Unit 2 College Life 2 事前：Unit 2 文法を解く
事後：復習 演習

4 Unit 3 Hobbies 事前：Unit 3 文法を解く
事後：復習 演習

5 Unit 4 Romance 事前：Unit 4 文法を解く
事後：復習 演習

6 Unit 5 Transportation 事前：Unit 5 文法を解く
事後：復習 演習

7 Unit 6 Business 事前：Unit 6 文法を解く
事後：復習 演習

8 小テスト（60分）範囲：導入授業～Unit 6 事前：テスト対策
事後：振り返り テスト

9 Unit 7 Society 事前：Unit 7 文法を解く
事後：復習 演習

10 Unit 8 Health 事前：Unit 8 文法を解く
事後：復習 演習

11 Unit 9 The Environment 事前：Unit 9 文法を解く
事後：復習 演習

12 Unit 10 Medicine 事前：Unit 10 文法を解く
事後：復習 演習

13 Unit 11 Finance 事前：Unit 11 文法を解く
事後：復習 演習

14 Unit 12 Shopping 事前：Unit 12 文法を解く
事後：復習 演習

15 小テスト（60分）範囲：Unit 7～Unit 12 事前：テスト対策
事後：次の学期への振り返り テスト

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 中村 文人

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
英語Ⅰ・Ⅱを踏まえ、生活に密接した英語を学び、自らの思いを自然に表現できるようになるため、様々な英語の表現を学びます。リスニングとスピー

キングの能力を中心として、日常生活で使える生きた英語への理解を目指します。

授業目標：
日常生活において、外国人と英語で、基礎的なコミュニケーションを取れることを目指します。

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：
English Ace(SEIBIDO)

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％）の総合して評価します。

学生へのアドバイス：
学んだ英語を何の為に使うのか、自分なりの目標設定が重要です。英語を楽しく学び、授業以外でも実践できる機会を一緒に見つけていきましょう。

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 Unit 1 “My Hometown” Be動詞（Listening, Speaking） 事前：P.1のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

2 Unit 1 “My Hometown” Be動詞（Reading, Writing） 事前：P.5を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

3 Unit 2 “Hobbies” 一般動詞（Listening, Speaking） 事前：p.7のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

4 Unit 2 “Hobbies” 一般動詞（Reading, Writing） 事前：p.11を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

5 Unit 3 “Shopping” 名詞・代名詞（Listening, Speaking） 事前：p.13のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

6 Unit 3 “Shopping” 名詞・代名詞（Reading, Writing） 事前：p.17を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

7 Unit 4 “Nature Quiz” Wh 疑問文（Listening, Speaking） 事前：p.19のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

8 Unit 4 “Nature Quiz” Wh 疑問文（Reading, Writing） 事前：p.23を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

9 Unit 5 “Dream House” 前置詞（Listening, Speaking） 事前：p.25のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

10 Unit 5 “Dream House” 前置詞（Reading, Writing） 事前：p.29を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

11 Unit 6 “Food” 接続詞（Listening, Speaking） 事前：P.31のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

12 Unit 6 “Food” 接続詞（Reading, Writing） 事前：p.35を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

13 Unit 7 “First Date” 過去形（Listening, Speaking） 事前：p.37のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

14 Unit 7 “First Date” 過去形（Reading, Writing） 事前：p.41を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

15 Review 事前：前期の授業を見直す｡
事後：前期試験対策

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

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 矢野 奈々

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
基本的な文法事項をしっかりと学習し、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングの4技能で実際に「使う」経験を通して、「使える」英

語を身につけていきます。

授業目標：
⚑．⚑つのUnitを⚒回の授業で学習していきます。⚑週目は主に、文法解説、リスニング、スピーキング。⚒週目は主に、リーディング、ライティング

となります。そして、総合的に英語力を上げていきます。
⚒．ペアでの対話練習を導入することで、実際に英語を「使う」機会を持ち、授業内での英語習得力を高めます。

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）

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：
英語で話すことに自信を持てるようネイティブ講師が指導します。積極的に英語で話すことを繰り返していけば、やがて英語に慣れ親しめるようになり

ます。簡単な表現で伝わる英語を学びましょう。
オフィスアワー：

初回講義日に伝える。

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 OTC

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
ネイティブ講師が担当します。各項目で重要表現の説明を最小限に行い、場面別の発話を繰り返すことで、学生が能動的に英語での発話に参加できるよ

うに促します。買物、観光地、経歴、食品などについての英語応用表現力を身につけます。
授業目標：
①英語での挨拶や自己紹介ができる②英会話の中で必要な各種話題に、簡単な英語で対応できる会話力を身につける③相手に尋ねたり、質問に答えたりす
るなど、応用表現力を身につける。

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

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 7：Shopping（軽い、薄いなど物の形状を説明する）、グループワーク 事前：語彙・発音を調べる
事後：形状表現の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

2 Unit 7：Shopping（簡単な値段交渉の会話、enoughの会話の中での使い方）、グルー
プワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：買物表現の語彙

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

3 Unit 8：Fun in the city（世界の観光地を説明する、shoudとCanの会話の中での使い
方）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：観光地の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

4 Unit 8：Fun in the city（人に勧めたり、お勧めを聞いたりする表現）、グループワー
ク

事前：語彙・発音を調べる
事後：勧誘表現の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

5 Unit 8：Fun in the city（都市の特徴を説明する、比較級の最上級を使った会話）、グ
ループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：都市の説明表現を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

6 Unit 9：People（職業、経歴を説明する、bornを使った表現）、グループワーク 事前：語彙・発音を調べる
事後：経歴表現の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

7 Unit 9：People（確かである、不確かであることを伝える表現、会話の中でpositiveを
使った表現）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：positiveを使った表現

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

8 Unit 9：People（個人の経歴を伝える、過去の出来事を説明する表現）、グループワー
ク

事前：語彙・発音を調べる
事後：経歴表現の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

9 Unit 10：In a restaurant（食べ物について説明する、会話の中で、a、an、theなどを
使分ける）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：食べ物の表現を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

10 Unit 10：In a restaurant（フルーツやドリンクついて説明する、会話の中で完了形を
使い分ける）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：完了形の表現を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

11 Unit 11：Entertaiment（映画のタイプを説明する、会話の中でneither, eitherを使う
表現）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：映画説明の表現を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

12 Unit 11：Entertaiment（音楽のタイプを説明する、会話の中で most of 、some ofな
どを使い分ける）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：音楽説明の語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

13 Unit 12：Time for a change（目標について話す、Good NewsとBad Newsについて話
す）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：目標を語る語彙を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

14 Unit 12：Time for a change（将来について話す、会話の中で、will、may、migjhtな
どを使って話す）、グループワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：将来の説明表現を確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分

15 Unit 12：Time for a change（将来について話す、インタビュー形式での会話）、グル
ープワーク

事前：語彙・発音を調べる
事後：インタビュー用語確認

講義40分、会話30分､
ディスカッション20分
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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 A Quiet Life(adjectives/adverbs)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

2 Unit 8 A Quiet Life(adjectives/adverbs)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

3 Unit 9 My Company(comparisons)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

4 Unit 9 My Company(comparisons)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

5 Unit 10 Advertising(Infinitives/gerunds)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

6 Unit 10 Advertising(Infinitives/gerunds)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

7 Unit 11 Business Trips(prepositions/conjunctions)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

8 Unit 11 Business Trips(prepositions/conjunctions)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

9 Uni 12 Get it Cleaned(causative verbs/perceptive verbs)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

10 Unit 12 Get it Cleaned(causative verbs/perceptive verbs) 事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

11 Unit 13 A Storm(passive voice)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

12 Unit 13 A Storm(passive voice)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

13 Unit 14 The Media(relatives)
Reading, Comprehension, choosing, Summary, Writingを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

14 Unit 14 The Media(relatives)
Text Completion, Conversation, Word Building, Grammarを中心に行う

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

リーディング 15分、練習問題
20分､ライティング 20分

リスニング 15分、文法 20分

15 Review、Unit 8～Unit 14 の重要事項を中心に復習を行う 事前：Unit 8～Unit 14 の復習
事後：Unit 8～Unit 14 の確認 解説 30分 質疑応答 60分

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：
English Indicator 1(Essential)，（南雲堂）

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。
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教本：
Getting Ready to Change the World

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：
英語で考えよう。

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 事前：Read the contents
事後：Review 演習

2 Section I：1 and 2 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

3 Section I：3 and 4 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

4 Section I：5 and Summary of this section 事前：Read the chapter
事後：Review 演習

5 Section II：6 and 7 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

6 Section II：8 and 9 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

7 Section II：10 and Summary of this section 事前：Read the chapter
事後：Review 演習

8 Section III：11 and 12 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

9 Section III：13 and 14 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

10 Section III：15 and Summary of this section 事前：Read the chapter
事後：Review 演習

11 Section IV：16 and 17 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

12 Section IV：18 and 19 事前：Read the chapters
事後：Review 演習

13 Section IV：20 and Summary of this section 事前：Read the chapter
事後：Review 演習

14 Summary of Sections I to IV 事前：Read all chapters
事後：Review 演習

15 Summary of paragraph writing 事前：Read all chapters
事後：Review 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 小倉 美知子

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
テキストを用いてreading,簡単な質疑応答、readingの題材に応じたparagraph writingを行う。

授業目標：
英語で読み、話し、考え、書く力を付ける。

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



シラバス-02  Page 1 20/03/17 09:23

58

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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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：
Four Corners 2 Workbook（Cambridge University Press）

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実用的能力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 知識修得を授業の前に済ませ、知識確認を授業で行う反転授業とする。
Unit 7 商品の説明や比較をする（形容詞の比較級などを学ぶ）

事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

2 Unit 7 衣料品のサイズなどについて話す（tooやenoughなどを学ぶ）反転授業とす
る。

事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

3 Unit 8 旅行について話す（shouldやcanなどの助動詞などを学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

4 Unit 8 都市を比較する（形容詞の最上級などを学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

5 Unit 9 職業や出生地などについて話す（be動詞の過去形などを学ぶ）反転授業とす
る。

事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

6 Unit 9 尊敬する人について話す（goの過去形などを学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

7 Units 7～9 の復習（解説・質疑応答） 事前：Units 1～3 復習
事後：Units 1～3 復習

演習（解説 45分、質疑
応答 45分）

8 小テスト（60分、範囲はUnits 7～ 9）解説30分 事前：Units 1～3 復習
事後：小テスト自己採点・復習

演習（小テスト 60分､
解説 30分）

9 Unit 10 レストランで注文する（冠詞などを学ぶ）反転授業とする。 事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

10 Unit 10 食事についての体験を話す（現在完了形の経験用法などを学ぶ）反転授業
とする。

事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

11 Unit 11 映画や演劇ついて話す（soやtoo、either、neitherなどを学ぶ） 反転授業
とする。

事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

12 Unit 11 音楽について話す（all ofやmost of、none of などの限定詞を学ぶ） 反転授
業とする。

事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

13 Unit 12 やろうとしていることについて話す（to不定詞の目的用法などについて学
ぶ） 反転授業とする。

事前：Lessons A&B予習
事後：Lessons A&B復習 演習・反転授業

14 Unit 12 将来の夢などについて話す（未来を表すwillや可能性を表すmayやmight
などを学ぶ）

事前：Lessons C&D予習
事後：Lessons C&D復習 演習・反転授業

15 Units 10～12の復習（解説・質疑応答） 事前：Units 4～6 復習
事後：Units 4～6 復習

演習（解説 45分、質疑
応答 45分）

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 田中 一郎

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なるための英語表現や語彙の修得を目指す。また、様々な話題ごとの文

章の構成や要点が理解できるようになることを目指す。
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。
⚒．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、将来の夢や希望について簡単な文章の作成ができるようになる。
⚔．計画や意見、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：
Encounters on Campuse（南雲堂） ￥1,900＋税

参考文献：
授業で適宜紹介する。

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：
この授業は諸君の英語運用能力を伸ばすための授業です。必ず出席し課題提出する共に声を出し授業に参加することです。なお、上記授業計画は、授業

の進捗状況等により変更する場合があります。
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 13 What Are You Doing on Sunday? 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

2 Unit 14 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

3 Unit 15 What Should We Get? 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

4 Unit 16 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

5 Unit 17 Yeah, Iʼ ll Give You That 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

6 Unit 18 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

7 小テスト（60分）範囲：Unit 13～Unit 18 事前：小テスト対策
事後：振り返り 復習とテスト

8 Unit 19 Come on ! Iʼ ll Help You 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

9 Unit 20 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

10 Unit 21 What Should We Do? 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

11 Unit 22 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

12 Unit 23 I Can Book the BBQ 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

13 Unit 24 英字新聞 要約記事（外国の出来事について） 事前：ニュースを読む
事後：記事の内容確認 演習

14 Unit 25 Weʼre Ready to Roll 事前：dialogue下読
事後：日本語を英語に 演習

15 小テスト（60分）範囲：Unit 19～Unit 25 事前：小テスト対策
事後：振り返り 復習とテスト

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 中村 文男

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
英語Ⅰ・Ⅱを踏まえ学生諸君の英語運用能力を高めるために、英語を声に出して読み、その英語を書きます。最後に、その英語を書き取り、自分の弱点

を確認します。または、その英語を素早く読み概要を理解する授業です。

授業目標：
臆せず、意思疎通を図ることができるように英語の運用能力を高めることが目標です。

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：
総合英語パワーアップ初級編（南雲堂）￥2,000＋税

参考文献：
授業で適宜言及する。

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：
必ず出席し、積極的に発言して、日常生活で使う英語に親しみましょう。

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 導入授業：授業の進め方と授業の概要 事前：なし
事後：復習 演習

2 Unit 13 Careers 事前：Unit 13 文法を解く
事後：復習 演習

3 Unit 14 Art 事前：Unit 14 文法を解く
事後：復習 演習

4 Unit 15 Culture 事前：Unit 15 文法を解く
事後：復習 演習

5 Unit 16 Population 事前：Unit 16 文法を解く
事後：復習 演習

6 Unit 17 Disasters 事前：Unit 17 文法を解く
事後：復習 演習

7 Unit 18 Travel 事前：Unit 18 文法を解く
事後：復習 演習

8 小テスト（60分）範囲：導入授業～Unit 18 事前：テスト対策
事後：振り返り テスト

9 Unit 19 Sports 事前：Unit 19 文法を解く
事後：復習 演習

10 Unit 20 Life 事前：Unit 20 文法を解く
事後：復習 演習

11 Unit 21 Entertainment 事前：Unit 21 文法を解く
事後：復習 演習

12 Unit 22 Language 事前：Unit 22 文法を解く
事後：復習 演習

13 Unit 23 Science 事前：Unit 23 文法を解く
事後：復習 演習

14 Unit 24 Technology 事前：Unit 24 文法を解く
事後：復習 演習

15 小テスト（60分）範囲：Unit 19～Unit 24 事前：テスト対策
事後：振り返り テスト

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 中村 文人

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
英語Ⅰ・Ⅱを踏まえ、生活に密接した英語を学び、自らの思いを自然に表現できるようになるため、様々な英語の表現を学びます。リスニングとスピー

キングの能力を中心として、日常生活で使える生きた英語への理解を目指します。

授業目標：
日常生活において、外国人と英語で、初級レベルのコミュニケーションを取れることを目指します。

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：
English Ace（SEIBIDO）

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：
学んだ英語を何の為に使うのか、自分なりの目標設定が重要です。英語を楽しく学び、授業以外でも実践できる機会を一緒に見つけていきましょう。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。

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 矢野 奈々

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
基本的な文法事項をしっかりと学習し、リーディング、ライティング、リスニング、スピーキングの4技能で実際に「使う」経験を通して、「使える」英

語を身につけていきます。

授業目標：
⚑．⚑つのUnitを2回の授業で学習していきます。⚑週目は主に、文法解説、リスニング、スピーキング。⚒週目は主に、リーディング、ライティングと

なります。そして、総合的に英語力を上げていきます。
⚒．ペアでの対話練習を導入することで、実際に英語を「使う」機会を持ち、授業内での英語習得力を高めます。

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

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 “Detective Story” 進行形（Listening, Speaking） 事前：p.43のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

2 Unit 8 “Detective Story” 進行形（Reading, Writing） 事前：p.47を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

3 Unit 9 “Career” 現在完了形（Listening, Speaking） 事前：p.49のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

4 Unit 9 “Career” 現在完了形（Reading, Writing） 事前：p.53を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

5 Unit 10 “Parties” 未来表現（Listening, Speaking） 事前：p.55のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

6 Unit 10 “Parties” 未来表現（Reading, Writing） 事前：p.59を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

7 Unit 11 “Rules and Regulations” 助動詞（Listening, Speaking） 事前：p.61のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

8 Unit 11 “Rules and Regulations” 助動詞（Reading, Writing） 事前：p.65を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

9 Unit 12 “Invention&Discovery” 受動態（Listening, Speaking） 事前：p.67のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

10 Unit 12 “Invention&Discovery” 受動態（Reading, Writing） 事前：P.71を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

11 Unit 13 “Movie Reviews” 形容詞・副詞（Listening, Speaking） 事前：p.73のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

12 Unit 13 “Movie Reviews” 形容詞・副詞（Reading, Writing） 事前：p.77を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

13 Unit 14 “World Records” 比較・最上級（Listening, Speaking） 事前：p.79のVを予習する。
事後：ペアワークの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

14 Unit 14 “World Records” 比較・最上級（Reading, Writing） 事前：p.83を予習する。
事後：ライティングの復習。

講義 30分、Q & A 40分､
発表 20分

15 Unit 15 “Future Dream” 不定詞・動名詞 ＆Review 事前：後期の授業を見直す。
事後：後期試験対策
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教本：
BBC Newsの音声を用います。

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（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
英語を精読してみましょう。

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 Introduction, BBC Newsについて 事前：なし
事後：音声の復習 演習

2 主語（BBC Newsの主語の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

3 同格（BBCNewsの主語に対する同格の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

4 動詞（BBC Newsの動詞の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

5 主語と動詞（BBCNewsの主語と動詞の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

6 目的語及び補語（BBC Newsの目的語及び補語の特徴について理解し、聞き取れるよ
うになる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

7 前置詞（BBCNewsの目的語及び補語の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

8 英検のリスニング（BBC Newsで培ったリスニング力が英検に生かせることを確認す
る）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

9 書き取り（BBC Newsを実際に書き取る） 事前：音声の復習
事後：ディクテーション 演習

10 固有名詞（BBC Newsの固有名詞について理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

11 イントネーション（英語のイントネーションについて理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

12 アクセント（英語のアクセントについて理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

13 ピッチ（英語のピッチについて理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

14 接続詞（BBC Newsの接続詞について理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

15 書き取り（BBC Newsを実際に書き取る）および総まとめ 事前：ディクテーション
事後：なし 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Ⅴ（English Ⅴ） 科目分類 専門科目

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：
この授業はBBCNewsを聞きます。最初は難しいと思いますが、⚓ヶ月もすれば、自信がついてきます。何度も繰り返すことで、身につきますので、何

度も聞くようにしてください。最終的に英語リスニングの力を高め、英検合格への足がかりとなれば幸いです。

授業目標：
⚑．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。
⚒．その中でも特に、BBC Newsを聞き取れるようになることを目標とする。
⚓．英検準二級程度の英語を聞き取れるようになる。
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：
BBC Newsの音声を用います。

参考文献：
適宜、授業内で紹介します。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
英語を精読してみましょう。

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 Introduction, BBC Newsについて 事前：なし
事後：音声の復習 演習

2 主語（BBC Newsの主語の特徴について理解し、より聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

3 同格（BBC Newsの主語に対する同格の特徴について理解し、より聞き取れるように
なる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

4 動詞（BBC Newsの動詞の特徴について理解し、より聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

5 主語と動詞（BBC Newsの主語と動詞の特徴について理解し、より聞き取れるように
なる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

6 目的語及び補語（BBC Newsの目的語及び補語の特徴について理解し、より聞き取れ
るようになる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

7 前置詞（BBC Newsの目的語及び補語の特徴について理解し、より聞き取れるように
なる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

8 英検のリスニング（BBC Newsで培ったリスニング力が英検に生かせることを確認す
る）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

9 書き取り（BBC Newsを実際に書き取る） 事前：音声の復習
事後：ディクテーション 演習

10 固有名詞（BBC Newsの固有名詞について理解し、より聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

11 イントネーション（英語のイントネーションについて理解し、より聞き取れるように
なる）

事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

12 アクセント（英語のアクセントについて理解し、より聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

13 ピッチ（英語のピッチについて理解し、より聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

14 接続詞（BBC Newsの接続詞について理解し、より聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

15 書き取り（BBC Newsを実際に書き取る）および総まとめ 事前：ディクテーション
事後：なし 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Ⅵ（English Ⅵ） 科目分類 専門科目

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：
この授業はBBCNewsを聞きます。最初は難しいと思いますが、⚓ヶ月もすれば、自信がついてきます。何度も繰り返すことで、身につきますので、何

度も聞くようにしてください。最終的に英語リスニングの力を高め、英検合格への足がかりとなれば幸いです。

授業目標：
⚑．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。
⚒．その中でも特に、BBC Newsを聞き取れるようになることを目標とする。
⚓．英検二級程度の英語を聞き取れるようになる。
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：
『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。英語学概論Ｂでは、特に、英語史に関する内容を理解し、日々の英語学習に生かせるように

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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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
Unit 1 自己紹介をする（be動詞の現在形）

be動詞の意味と働き、be動詞の活用
be動詞の否定文・疑問文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

2
Unit 1 自己紹介をする（be動詞の現在形）

be動詞の意味と働き、be動詞の活用
be動詞の否定文・疑問文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

3 Unit 2 人を紹介する（一般動詞の現在形）
一般動詞の現在形、現在形の疑問文と否定文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

4 Unit 2 人を紹介する（一般動詞の現在形）
一般動詞の現在形、現在形の疑問文と否定文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

5 Unit 3 週末の出来事（過去形）
過去時制、過去形の活用、過去形の疑問文・ 否定文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

6 Unit 3 週末の出来事（過去形）
過去時制、過去形の活用、過去形の疑問文・ 否定文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

7
Unit 4 電話での会話（現在進行形）

現在進行形と現在形との違い、現在進行形の形
現在進行形の疑問文・否定文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

8
Unit 4 電話での会話（現在進行形）

現在進行形と現在形との違い、現在進行形の形
現在進行形の疑問文・否定文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

9
Unit 5 週末の計画（未来を表す表現）

未来の表し方とそれぞれの持つ意味、
未来を表す表現の疑問文・否定文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

10
Unit 5 週末の計画（未来を表す表現）

未来の表し方とそれぞれの持つ意味、
未来を表す表現の疑問文・否定文を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

11
Unit 6 道を尋ねる（助動詞）

助動詞の持つ意味、助動詞の語順
canとbe able to、mustとhave toを学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

12
Unit 6 道を尋ねる（助動詞）

助動詞の持つ意味、助動詞の語順
canとbe able to、mustとhave toを学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

13 Unit 7 カフェで注文する（名詞・冠詞）
名詞：可算名詞、不可算名詞、冠詞を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

14 Unit 7 カフェで注文する（名詞・冠詞）
名詞：可算名詞、不可算名詞、冠詞を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

15 Review：unit 1～unit 7 の重要事項を復習する 事前：Unit 1～Unit 7 の復習
事後：Unit 1～Unit 7 の確認 解説 30分 質疑応答 60分

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：
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の練習を行います。

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習得し、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：
English Once More !（朝日出版社）

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。
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。
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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 買い物をする（代名詞）
人称代名詞、Itの用法、指示代名詞、不定代名詞を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

2 Unit 8 買い物をする（代名詞）
人称代名詞、Itの用法、指示代名詞、不定代名詞を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

3 Unit 9 人や物の様子について話す（形容詞）
形容詞の位置、数量を表す形容詞を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

4 Unit 9 人や物の様子について話す（形容詞）
形容詞の位置、数量を表す形容詞を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

5 Unit 10 体の不調を訴える（副詞）
副詞の語形、副詞の位置を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

6 Unit 10 体の不調を訴える（副詞）
副詞の語形、副詞の位置を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

7
Unit 11 授業で発表する（比較）

原級による比較、比較級による比較、最上級による比較、不規則に
変化する語を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

8
Unit 11 授業で発表する（比較）

原級による比較、比較級による比較、最上級による比較、不規則に
変化する語を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

9 Unit 12 日々の生活をつづる（前置詞）
場所を表す語（句）、時を表す語（句）を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

10 Unit 12 日々の生活をつづる（前置詞）
場所を表す語（句）、時を表す語（句）を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

11
Unit 13 さよならパーティーの準備（受動態）

受動態の形、受動態の疑問文・否定文、注意すべき受動態を学習す
る

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

12
Unit 13 さよならパーティーの準備（受動態）

受動態の形、受動態の疑問文・否定文、注意すべき受動態を学習す
る

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

13
Unit 14 パーティーでの会話（現在完了形①）

現在完了形の基本形、現在完了の用法（完了、結果、経験）を学習
する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

14 Unit 15 旅たちの日（現在完了形②）
現在完了形の用法（継続）、注意すべき副詞語句を学習する

事前：単語調べ、リーディングの練習
事後：授業の復習

会話 20分､ライティング 20分､
リーディング 20分 文法 20分、

質問 10分

15 Review：Unit 8～Unit 15 の重要事項の復習を行う 事前：Unit 8～Unit 15 の復習
事後：Unit 8～Unit 15 の確認 解説 30分 質疑応答 60分

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：
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の練習を行います。

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：
English Once More !(朝日出版社)

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。
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。
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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：
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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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 対話練習 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：
World Interviews Improving Listening and Speaking Skills（成美堂）

参考文献：
適宜、授業内で紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
たくさんの英語を話してみましょう。

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 Introduction（授業時の注意、成績評価についての確認を行う） 事前：なし
事後：授業内容で英作文 演習

2 Vacation（休暇について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

3 Growing Up（生まれ育ちについて、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

4 Entertainment（娯楽、趣味について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

5 Food and Drink（食べ物、飲み物について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

6 Travel and Tourism（旅行と観光について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

7 Education（教育、教育制度について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

8 Mid-term Examination 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

9 Fashion（ファッション、衣類について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

10 Living Abroad（海外生活について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

11 Working Life（仕事について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

12 Health（健康について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

13 Changing Times（時代の変遷について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

14 Student Life（学生生活について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

15 総まとめ 事前：授業内容で英作文
事後：なし 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) 英語スピーキングⅠ（English Speaking 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：
本授業では、英語をなるべく多く発言してもらうことを目標とする。多くの演習をこなすことを重視するため、正確性は二の次である。

授業目標：
⚑．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと[やり取り・発表]ができる。
⚒．数多くの英語を話すこと
⚓．相手の英語の発音を聞き取れるようになること
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



シラバス-02  Page 17 20/03/17 09:23

74

教本：インタビューで学ぶ世界の英語
World Interviews Improving Listening and Speaking Skills （成美堂）

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（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
たくさんの英語を話してみましょう。

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 Introduction（授業時の注意、成績評価についての確認を行う） 事前：なし
事後：授業内容で英作文 演習

2 The Arts（芸術について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

3 Shopping（買い物について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

4 Friends（友人、親友について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

5 Sport（運動、スポーツについて、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

6 Politics（政治問題について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

7 Animals（生物、動物について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

8 Mid-term Examination 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

9 Money Matters（経済、お金について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

10 Cultural Identity（文化について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

11 Family（家族について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

12 Youth Culture（若者文化について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

13 Dating and Marriage（デート、結婚について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

14 Crime（犯罪について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

15 総まとめ 事前：授業内容で英作文
事後：なし 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) 英語スピーキングⅡ（English Speaking 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：
本授業では、英語をなるべく多く発言してもらうことを目標とする。多くの演習をこなすことを重視するため、正確性は二の次である。

授業目標：
⚑．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。
⚒．数多くの英語を話すこと
⚓．相手の英語の発音を聞き取れるようになること
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：
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
（説明・質疑応答）

事前：―
事後：授業概要の復習

演習（説明 45分、質疑応
答 45分）

2 Conversation（英日・日英逐次通訳）
Riding a TrainEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

3 Conversation（英日・日英逐次通訳）
Riding a TinEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分)

4 Conversation（英日・日英逐次通訳）
Taking an AirplaneEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

5 Conversation（英日・日英逐次通訳）
At a RyokanEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

6 Conversation（英日・日英逐次通訳）
At a RyokanEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

7 Conversation（英日・日英逐次通訳）
At a HotelEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

8 Conversation（英日・日英逐次通訳）
At a Tourist Info CenterEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

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：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

10 Conversation（英日・日英逐次通訳）
At a Travel Agency小テスト（60分、範囲は⚑～10で学習したところ）

事前：前回内容の復習
事後：小テスト自己採点・復習

演習（ロールプレイ 30
分）小テスト 60分

11 Conversation（英日・日英逐次通訳）
At a Travel AgencyEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

12 Conversation（英日・日英逐次通訳）
SightseeingEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

13 Conversation（英日・日英逐次通訳）
SightseeingEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

14 Conversation（英日・日英逐次通訳）
SightseeingEnglish News（英日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

15 Summary：重要なポイントの解説と全体のまとめ
（解説・質疑応答）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（解説 45分、質疑応
答 45分）

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



シラバス-02  Page 19 20/03/17 09:23

76

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
（説明・質疑応答）

事前：―
事後：授業概要の復習

演習（説明 45分、質疑応
答 45分）

2 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a RestaurantEnglish News（英日逐次通
訳、毎回話題を変えて練習）

事前：―
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

3 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a RestaurantEnglish News（英日逐次通
訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

4 Conversation（英日・日英逐次通訳）At a RestaurantEnglish News（英日逐次通
訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

5 Conversation（英日・日英逐次通訳）ShoppingEnglish News（英日逐次通訳、毎
回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

6 Conversation（英日・日英逐次通訳）ShoppingEnglish News（英日逐次通訳、毎
回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

7 Conversation（英日・日英逐次通訳）ShoppingEnglish News（英日逐次通訳、毎
回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

8 Conversation（英日・日英逐次通訳）In the OfficeEnglish News（英日逐次通訳、
毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

9 Conversation（英日・日英逐次通訳）In the OfficeEnglish News（英日逐次通訳、
毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

10 Conversation（英日・日英逐次通訳）In the Office小テスト（60分、範囲は⚑～10
で学習したところ）

事前：前回内容の復習
事後：小テスト自己採点・復習

演習（ロールプレイ 30
分）小テスト 60分

11 Conversation（英日・日英逐次通訳）On the StreetEnglish News（英日逐次通訳、
毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

12 Conversation（英日・日英逐次通訳）Accidents and EmergencyEnglish News（英
日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

13 Conversation（英日・日英逐次通訳）Accidents and EmergencyEnglish News（英
日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

14 Conversation（英日・日英逐次通訳）Accidents and EmergencyEnglish News（英
日逐次通訳、毎回話題を変えて練習）

事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（ロールプレイ 45
分、英日通訳実践 45分）

15 Summary：重要なポイントの解説と全体のまとめ（解説・質疑応答） 事前：前回内容の復習
事後：今回内容の復習

演習（解説 45分、質疑応
答 45分）

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, 2 nd edition（Cambridge出版）

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
平常点（60％）、課題およびパフォーマンス（40％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
人前でのプレゼンテーションだけでなく、事前の準備及び学生同士での意見交換により、自分の意見を英語でいかに伝えたらいいのかを学びます。英語

での発表力及び発信力を身につけるために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 Getting ready（プレゼンの基本事項の確認），Self-Introductions（自己紹介）：プ
レゼンテーションの概要の学習。問題点を検討。

事前：プレゼン語彙を調べる
事後：プレゼン語彙の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

2 Unit 1 A good friend（パーソナリティや興味のあることなどについて話す）：
クラスメートと各自のプロフィールについて話す。

事前：自己紹介の語彙の予習
事後：自己紹介の語彙の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

3 Unit 1 A good friend（パーソナリティや興味のあることなどについて話す）：
興味のあることを相手に説明する。

事前：興味、関心語彙の予習
事後：興味、関心語彙を確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

4 Unit 1 A good friend（プレゼンテーションの始め方、終わり方）：プレゼンの
定型表現を学習する。

事前：プレゼン定型文の予習
事後：プレゼン定型文の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

5 Unit 1 A good friend（アイコンタクト）：効果的なプレゼンテーションのため
のスキルを学習する。

事前：プレゼンスキルの予習
事後：アイコンタクトの確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

6 Unit 1 A good friend（意見交換、ミニプレゼン）：ブレインストーミングとミ
ニプレゼン、グループワーク問題点を検討。

事前：プレゼン定型文の確認
事後：プレゼン定型文の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

7 Unit 2 A favourite place（好きな場所について話す）：場所を説明する語彙を学
習する。

事前：好きな場所を考える
事後：学習した語彙の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

8 Unit 2 A favourite place（プレゼンテーションの始め方、終わり方）：聴衆が持
てるように終わる表現を学習する。

事前：導入と締め表現の予習
事後：締めの表現の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

9 Unit 2 A favourite place（ジェスチャー、ボディーランゲージ）：姿勢や手の位
置の良い例と悪い例を学習する。

事前：プレゼンスキルの予習
事後：ジェスチャーの確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

10 Unit 2 A favourite place（意見交換、ミニプレゼン）：ブレインストーミングと
ミニプレゼン、グループワーク問題点を検討。

事前：プレゼン定型文の確認
事後：プレゼン定型文の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

11 Unit 3 A prize possession（自分の宝物について話す）：自慢の物を相手に説明
する。

事前：所有物の説明の予習
事後：所有物の説明の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

12 Unit 3 A prize possession（どのような物なのか説明する）：色、形、模様、大き
さ、材質などを説明する。

事前：物の説明表現の予習
事後：材質などの語彙の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

13 Unit 3 A prize possession（物を見せながら説明する）：相手に興味を持たせな
がら説明する。

事前：Show-and-tellの学習
事後：Show-and-tellの確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

14 Unit 3 A prize possession（意見交換、ミニプレゼン）：ブレインストーミング
とミニプレゼン、グループワーク問題点を検討。

事前：プレゼン定型文の確認
事後：プレゼン定型文の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

15 Final Presentations（グループワーク、模擬プレゼンテーションと質疑応答） 事前：模擬プレゼンの準備
事後：後期授業の総復習

講義 10分、ディスカッション
20分、発表 60分

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 OTC

履 修 条 件
前提科目 基礎的なスピーキング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：
英語で伝わるプレゼンテーションスキルを基礎から学びます。プレゼンテーションの基本構成からジェスチャー、アイコンタクトなどの重要スキルをレ

ッスン毎に学習します。、ミニプレゼンテーションによる人前での発表や、ブレインストーミングなどグループワークによる議論を深めることで、能動的な
各学生の参加を促します。学生が自分の意見を発信できる能力を高めます。
授業目標：

①身近な話題について持って英語でのプレゼンテーションができるようになる②積極的に授業に参加し、グループワークを通じて、毎週様々なトピック
について、自らの意思を発言したり、相手の意見を聞いてディスカッションしたりできるようになる。

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：
Present Yourself 1, 2 nd edition（Cambridge出版）

参考文献：

成績評価の方法、評価基準：
平常点（60％）、課題およびパフォーマンス（40％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
人前でのプレゼンテーションだけでなく、事前の準備及び学生同士での意見交換により、自分の意見を英語でいかに伝えたらいいのかを学びます。英語

での発表力及び発信力を身につけるために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。

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 OTC

履 修 条 件
前提科目 基礎的なスピーキング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：
英語で伝わるプレゼンテーションスキルを基礎から学びます。プレゼンテーションの基本構成からジェスチャー、アイコンタクトなどの重要スキルをレ

ッスン毎に学習します。、ミニプレゼンテーションによる人前での発表や、ブレインストーミングなどグループワークによる議論を深めることで、能動的な
各学生の参加を促します。学生が自分の意見を発信できる能力を高めます。
授業目標：

①身近な話題について持って英語でのプレゼンテーションができるようになる②積極的に授業に参加し、グループワークを通じて、毎週様々なトピック
について、自らの意思を発言したり、相手の意見を聞いてディスカッションしたりできるようになる。

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

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 Getting ready（プレゼンの基本事項の確認），Self-Introductions（自己紹介）：プ
レゼンテーションの概要の学習。問題点を検討。

事前：プレゼン語彙を調べる
事後：プレゼン語彙の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

2 Unit 4 Amemorable experience（自分の経験したことを話す）：感動したこと、
恐ろしかったこと、驚いたことなどを説明する。

事前：感情の語彙を調べる
事後：経験の語彙の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

3 Unit 4 A memorable experience（物事を順序立てて話す）：連続した場面を順
序立てて説明する。

事前：物語の説明語彙の予習
事後：順序の表現を確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

4 Unit 4 Amemorable experience（始め方、終わり方など）：“pass the mike”/効
果的なプレゼンの終わり方

事前：プレゼン定型文の予習
事後：プレゼン定型文の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

5 Unit 4 A memorable experience（声の大きさに注意する）：声の大きさや抑揚
に気をつけて話す。

事前：プレゼンスキルの予習
事後：アイコンタクトの確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

6 Unit 4 Amemorable experience（ミニプレゼン）：ブレインストーミングとミ
ニプレゼン、グループワーク、問題点を検討。

事前：プレゼン定型文の確認
事後：プレゼン定型文の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

7 Unit 5 Iʼll show you how（技術や能力について話す）：個人の技術力や才能とそ
の有益性について話す。

事前：自分のスキルを考える
事後：スキルの語彙の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

8 Unit 5 Iʼll show you how（料理手順を説明する）：動作や変化を順序立てて説明
する。

事前：動作表現の予習
事後：説明語彙の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

9 Unit 5 Iʼll show you how（ジェスチャーを的確に説明する）：動作をしながら、
その動きを説明する。

事前：動作説明表現の予習
事後：ジェスチャーの確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

10 Unit 5 Iʼll show you how（意見交換、ミニプレゼン）：ブレインストーミングと
ミニプレゼン、グループワーク、問題点を検討。

事前：プレゼン定型文の確認
事後：プレゼン定型文の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

11 Unit 6 Screen magic（映画やテレビ番組について説明する）：画面の情報を説
明する。

事前：映画の説明表現の予習
事後：情報の説明表現の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

12 Unit 6 Screen magic（聴衆に映画をお勧めして終わる）：効果的な終わり方を
学習する。

事前：映画の推奨表現の理解
事後：終わり方の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

13 Unit 6 Screen magic（文の中での抑揚や間を意識して発表する）：効果的な話
し方を学習する。

事前：抑揚と間の効果の理解
事後：抑揚と間の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

14 Unit 6 Screen magic（意見交換、ミニプレゼン）：ブレインストーミングとミニ
プレゼン、グループワーク、問題点を検討。

事前：プレゼン定型文の確認
事後：プレゼン定型文の確認

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分

15 Final Presentations（グループワーク、模擬プレゼンテーションと質疑応答） 事前：模擬プレゼンの準備
事後：後期授業の総復習

講義 60分、ディスカッション
40分、発表 20分
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教本：インタビューで学ぶ世界の英語
World Interviews Improving Listening and Speaking Skills（成美堂）

参考文献：
適宜、授業内で紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
たくさんの英語を話してみましょう。

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 Introduction（授業時の注意、成績評価についての確認を行う） 事前：なし
事後：授業内容で英作文 演習

2 Vacation（休暇について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

3 Growing Up（生まれ育ちについて、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

4 Entertainment（娯楽、趣味について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

5 Food and Drink（食べ物、飲み物について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

6 Travel and Tourism（旅行と観光について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

7 Education（教育、教育制度について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

8 Mid-term Examination 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

9 Fashion（ファッション、衣類について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

10 Living Abroad（海外生活について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

11 Working Life（仕事について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

12 Health（健康について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

13 Changing Times（時代の変遷について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

14 Student Life（学生生活について、英語で話せるようになる） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

15 総まとめ 事前：授業内容で英作文
事後：なし 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) 英語プレゼンテーションＣ（English Presentation C） 科目分類 専門科目

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：
本授業では、英語をなるべく多く発言してもらうことを目標とする。多くの演習をこなすことを重視するため、正確性は二の次である。

授業目標：
⚑．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で話すこと［やり取り・発表］ができる。
⚒．数多くの英語を話すこと
⚓．相手の英語の発音を聞き取れるようになること

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：
『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 『動物農場』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

2 『動物農場』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

3 『動物農場』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

4 『開いた窓』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

5 『開いた窓』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

6 『開いた窓』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

7 『アンクルトムの小屋』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

8 『アンクルトムの小屋』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

9 『アンクルトムの小屋』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

10 『理想の家族』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

11 『理想の家族』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

12 『理想の家族』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

13 『人間喜劇』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

14 『人間喜劇』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

15 『人間喜劇』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読50分、作品解説20分､
練習問題20分

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 『アメリカの息子』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

2 『アメリカの息子』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

3 『アメリカの息子』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

4 『このだらしなさを見てほしい』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

5 『このだらしなさを見てほしい』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

6 『このだらしなさを見てほしい』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

7 『トム・ソーヤの冒険』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

8 『トム・ソーヤの冒険』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

9 『トム・ソーヤの冒険』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

10 『息子と恋人たち』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

11 『息子と恋人たち』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

12 『息子と恋人たち』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

13 『感謝祭の二人の紳士』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

14 『感謝祭の二人の紳士』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

15 『感謝祭の二人の紳士』を精読し、作品理解、作品鑑賞を行う 事前：作品の下読みをする
事後：授業の復習をする

作品精読 50分、作品解説 20分､
練習問題 20分

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：
Communicative English Grammar for Speaking and Writing（英宝社）

参考文献：
適宜、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。
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
たくさんの英語を書いてみましょう。

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 Introduction（テキストの使い方、及びシラバス内容の確認をし、実際に書く） 事前：なし
事後：授業内容で英作文 演習

2 人主語（英語における主語が人である事例について、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

3 無生物主語（英語における主語が物や事柄である事例について、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

4 時制（英語の時制の中でも特に現在形と過去形について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

5 冠詞 ⑴（不定冠詞について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

6 冠詞 ⑵（定冠詞について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

7 可算名詞（可算名詞について理解し、冠詞との兼ね合いも含めて書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

8 不可算名詞（不可算名詞について理解し、冠詞との兼ね合いも含めて書けるようにす
る）

事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

9 形容詞 ⑴（形容詞が名詞を修飾する場合について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

10 形容詞 ⑵（形容詞が主語に対しての補語になる場合について理解し、書けるようにす
る）

事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

11 副詞：（形容詞以外の修飾語として、副詞を理解する） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

12 時制の一致（時制の一致について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

13 二つの品詞性（二つの品詞性について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

14 その他、取り扱わなかった文法項目の概観 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

15 総まとめ（テキストの概観を行う） 事前：授業内容で英作文
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 演習

授業科目(英文) 英語ライティングⅠ（English Writing 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 なし

そ の 他

授業概要：
様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができるようになることを目的とする。そのため、受講者は英語の文章を授業内外で

書くことになる。

授業目標：
⚑．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。
⚒．複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。
⚓．多くの語彙に触れ、能動語彙を強化する。
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：
Communicative English Grammar for Speaking and Writing（英宝社）

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％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
たくさんの英語を書いてみましょう。

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 Introduction（テキストの使い方、及びシラバス内容の確認をし、実際に書く） 事前：なし
事後：授業内容で英作文 演習

2 名詞構文 ⑴（名詞構文の中でも基本的な用法である原因を示す事例を理解し、書ける
ようにする）

事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

3 名詞構文 ⑵（名詞構文の中でも時や条件を表す事例を理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

4 助動詞 ⑴（助動詞の根源的用法について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

5 助動詞 ⑵（助動詞の認識的用法について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

6 不定詞（不定詞の本質について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

7 動名詞（動名詞の本質について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

8 不可算名詞（不可算名詞について理解し、冠詞との兼ね合いも含めて書けるようにす
る）

事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

9 否定 ⑴（否定について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

10 否定 ⑵（否定のなかでも含意否定や部分否定の例も含め、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

11 受動態（能動態と受動態の両方を書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

12 比較（同等比較・比較級・最上級について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

13 代名詞 It（Itについて理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

14 副詞（副詞の種類について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

15 総まとめ（テキストの概観を行う） 事前：授業内容で英作文
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 演習

授業科目(英文) 英語ライティングⅡ（English Writing 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 なし

そ の 他

授業概要：
様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができるようになることを目的とする。そのため、受講者は英語の文章を授業内外で

書くことになる。

授業目標：
⚑．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。
⚒．複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。
⚓．多くの語彙に触れ、能動語彙を強化する。
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：
Communicative English Grammar for Speaking and Writing（英宝社）

参考文献：
適宜、授業内で紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
たくさんの英語を書いてみましょう。

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 Introduction（テキストの使い方、及びシラバス内容の確認をし、実際に書く） 事前：なし
事後：授業内容で英作文 演習

2 人主語（英語における主語が人である事例について、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

3 無生物主語（英語における主語が物や事柄である事例について、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

4 時制（英語の時制の中でも特に現在形と過去形について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

5 冠詞 ⑴（不定冠詞について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

6 冠詞 ⑵（定冠詞について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

7 可算名詞（可算名詞について理解し、冠詞との兼ね合いも含めて書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

8 不可算名詞（不可算名詞について理解し、冠詞との兼ね合いも含めて書けるようにす
る）

事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

9 形容詞 ⑴（形容詞が名詞を修飾する場合について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

10 形容詞 ⑵（形容詞が主語に対しての補語になる場合について理解し、書けるようにす
る）

事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

11 副詞：（形容詞以外の修飾語として、副詞を理解する） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

12 時制の一致（時制の一致について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

13 二つの品詞性（二つの品詞性について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

14 その他、取り扱わなかった文法項目の概観 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

15 総まとめ（テキストの概観を行う） 事前：授業内容で英作文
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 演習

授業科目(英文) 英語ライティングＡ（English Writing 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 なし

そ の 他

授業概要：
様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができるようになることを目的とする。そのため、受講者は英語の文章を授業内外で

書くことになる。

授業目標：
⚑．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。
⚒．複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。
⚓．多くの語彙に触れ、能動語彙を強化する。
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：
Communicative English Grammar for Speaking and Writing（英宝社）

参考文献：
適宜、授業内で紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
たくさんの英語を書いてみましょう。

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 Introduction（テキストの使い方、及びシラバス内容の確認をし、実際に書く） 事前：なし
事後：授業内容で英作文 演習

2 名詞構文 ⑴（名詞構文の中でも基本的な用法である原因を示す事例を理解し、書ける
ようにする）

事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

3 名詞構文 ⑵（名詞構文の中でも時や条件を表す事例を理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

4 助動詞 ⑴（助動詞の根源的用法について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

5 助動詞 ⑵（助動詞の認識的用法について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

6 不定詞（不定詞の本質について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

7 動名詞（動名詞の本質について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

8 不可算名詞（不可算名詞について理解し、冠詞との兼ね合いも含めて書けるようにす
る）

事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

9 否定 ⑴（否定について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

10 否定 ⑵（否定のなかでも含意否定や部分否定の例も含め、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

11 受動態（能動態と受動態の両方を書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

12 比較（同等比較・比較級・最上級について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

13 代名詞 It（Itについて理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

14 副詞（副詞の種類について理解し、書けるようにする） 事前：授業内容で英作文
事後：授業内容で英作文 演習

15 総まとめ（テキストの概観を行う） 事前：授業内容で英作文
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 演習

授業科目(英文) 英語ライティングＢ（English Writing 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 なし

そ の 他

授業概要：
様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができるようになることを目的とする。そのため、受講者は英語の文章を授業内外で

書くことになる。

授業目標：
⚑．様々な話題について、目的や場面、状況等に応じて英語で書くことができる。
⚒．複数の領域を統合した言語活動を遂行することができる。
⚓．多くの語彙に触れ、能動語彙を強化する。
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：
BBC Newsの音声を用います。

参考文献：
適宜、授業内で紹介します。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
英語を精読してみましょう。

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 Introduction, BBC Newsについて 事前：なし
事後：音声の復習 演習

2 主語（BBC Newsの主語の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

3 同格（BBCNewsの主語に対する同格の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

4 動詞（BBC Newsの動詞の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

5 主語と動詞（BBCNewsの主語と動詞の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

6 目的語及び補語（BBC Newsの目的語及び補語の特徴について理解し、聞き取れるよ
うになる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

7 前置詞（BBCNewsの目的語及び補語の特徴について理解し、聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

8 英検のリスニング（BBC Newsで培ったリスニング力が英検に生かせることを確認す
る）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

9 書き取り（BBC Newsを実際に書き取る） 事前：音声の復習
事後：ディクテーション 演習

10 固有名詞（BBC Newsの固有名詞について理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

11 イントネーション（英語のイントネーションについて理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

12 アクセント（英語のアクセントについて理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

13 ピッチ（英語のピッチについて理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

14 接続詞（BBC Newsの接続詞について理解し、聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

15 書き取り（BBC Newsを実際に書き取る）および総まとめ 事前：ディクテーション
事後：なし 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) 英語リスニングⅠ（English ListeningⅠ） 科目分類 専門科目

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：
この授業はBBCNewsを聞きます。最初は難しいと思いますが、⚓ヶ月もすれば、自信がついてきます。何度も繰り返すことで、身につきますので、何

度も聞くようにしてください。最終的に英語リスニングの力を高め、英検合格への足がかりとなれば幸いです。

授業目標：
⚑．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。
⚒．その中でも特に、BBC Newsを聞き取れるようになることを目標とする。
⚓．英検準二級程度の英語を聞き取れるようになる。
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：
BBC Newsの音声を用います。

参考文献：
適宜、授業内で紹介します。

成績評価の方法、評価基準：
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：
英語を精読してみましょう。

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 Introduction, BBC Newsについて 事前：なし
事後：音声の復習 演習

2 主語（BBC Newsの主語の特徴について理解し、より聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

3 同格（BBC Newsの主語に対する同格の特徴について理解し、より聞き取れるように
なる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

4 動詞（BBC Newsの動詞の特徴について理解し、より聞き取れるようになる） 事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

5 主語と動詞（BBC Newsの主語と動詞の特徴について理解し、より聞き取れるように
なる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

6 目的語及び補語（BBC Newsの目的語及び補語の特徴について理解し、より聞き取れ
るようになる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

7 前置詞（BBC Newsの目的語及び補語の特徴について理解し、より聞き取れるように
なる）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

8 英検のリスニング（BBC Newsで培ったリスニング力が英検に生かせることを確認す
る）

事前：音声の復習
事後：音声の復習 演習

9 書き取り（BBC Newsを実際に書き取る） 事前：音声の復習
事後：ディクテーション 演習

10 固有名詞（BBC Newsの固有名詞について理解し、より聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

11 イントネーション（英語のイントネーションについて理解し、より聞き取れるように
なる）

事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

12 アクセント（英語のアクセントについて理解し、より聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

13 ピッチ（英語のピッチについて理解し、より聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

14 接続詞（BBC Newsの接続詞について理解し、より聞き取れるようになる） 事前：ディクテーション
事後：ディクテーション 演習

15 書き取り（BBC Newsを実際に書き取る）および総まとめ 事前：ディクテーション
事後：なし 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) 英語リスニングⅡ（English ListeningⅡ） 科目分類 専門科目

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：
この授業はBBCNewsを聞きます。最初は難しいと思いますが、3ヶ月もすれば、自信がついてきます。何度も繰り返すことで、身につきますので、何度

も聞くようにしてください。最終的に英語リスニングの力を高め、英検合格への足がかりとなれば幸いです。

授業目標：
⚑．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。
⚒．その中でも特に、BBC Newsを聞き取れるようになることを目標とする。
⚓．英検二級程度の英語を聞き取れるようになる。
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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88

教本：
英語の歴史 The English Language: A Brief History（英宝社）

参考文献：
適宜、授業内で紹介する。

成績評価の方法、評価基準：
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
英語を精読してみましょう。

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 Introduction及び予習方法の説明 事前：なし
事後：英文の予習 演習

2 Early History ⑴（歴史的背景を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

3 Early History ⑵（次章の古英語を理解するために必要な国を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

4 Early History ⑶（英文の精読を行い、主要な文章を暗唱する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

5 Old English ⑴（歴史的背景を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

6 Old English ⑵（専門書における読み方・文法の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

7 Old English ⑶（専門書における用語の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

8 Old English ⑷（次章の中英語を理解するために必要な国を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

9 Old English ⑸（英文の精読を行い、主要な文章を暗唱する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

10 Middle English ⑴（歴史的背景を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

11 Middle English ⑵（専門書における読み方・文法の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

12 Middle English ⑶（専門書における用語の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

13 Middle English ⑷（英文の速読を行い、概観を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

14 Middle English ⑸（英文の精読を行い、主要な文章を暗唱する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

15 総まとめ（テキストの概観を行う） 事前：英文の予習確認
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 演習

授業科目(英文) 英語リーディングⅠ（English ReadingⅠ） 科目分類 専門科目

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：
英語の歴史の本を読みながら、様々な英文に触れていく授業です。テキストの予習を強く勧めます。予習の方法については担当教員より説明を行います。

古英語、中英語など馴染みにくい言葉が並んでいますが、日本の室町時代や鎌倉時代に、イギリスでは何が起こっていたのかを学びます。

授業目標：
⚑．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。
⚒．その中でも、英語の歴史について理解し、情報や考えなどを理解することができる。
⚓．古英語・中英語の英単語を一つでも知り、現代英語と比較する。
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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89

教本：
英語の歴史 The English Language: A Brief History（英宝社）

参考文献：
適宜、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。
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
英語を精読してみましょう。

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 Introduction及び予習方法の提示、復習に対する考え方など 事前：なし
事後：英文の予習 演習

2 Old English ⑴（おもに古英語の復習を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

3 Old English ⑵（古英語の英単語を知る） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

4 Middle English ⑴（おもに中英語の復習を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

5 Middle English ⑵（中英語の英単語を知る） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

6 Modern English ⑴（歴史的背景を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

7 Modern English ⑵（専門書における読み方・文法の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

8 Modern English ⑶（専門書における用語の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

9 Modern English ⑷（英文の速読を行い、概観を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

10 Modern English ⑸（英文の精読を行い、主要な文章を暗唱する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

11 Glossary Terms（専門用語の紹介。第11回以外にも必要に応じて参照する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

12 Suggested Further Reading（次に読む文献等の紹介を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

13 Notes （註の読み方について解説する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

14 Old English and Middle English（古英語及び註英語の例を暗記する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

15 総まとめ及び内容概観 事前：英文の予習確認
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 演習

授業科目(英文) 英語リーディングⅡ（English ReadingⅡ） 科目分類 専門科目

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：
英語の歴史の本を読みながら、様々な英文に触れていく授業です。テキストの予習を強く勧めます。予習の方法については担当教員より説明を行います。

中英語や近代英語など馴染みにくい言葉が並んでいますが、日本の鎌倉時代や江戸時代に、イギリスでは何が起こっていたのかを学びます。

授業目標：
⚑．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。
⚒．その中でも、英語の歴史について理解し、情報や考えなどを理解することができる。
⚓．古英語・中英語の英単語を一つでも知り、現代英語と比較する。
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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90

教本：
英語の歴史 The English Language: A Brief History（英宝社）

参考文献：
適宜、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。
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
英語を精読してみましょう。

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 Introduction及び予習方法の説明 事前：なし
事後：英文の予習 演習

2 Early History ⑴（歴史的背景を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

3 Early History ⑵（次章の古英語を理解するために必要な国を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

4 Early History ⑶（英文の精読を行い、主要な文章を暗唱する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

5 Old English ⑴（歴史的背景を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

6 Old English ⑵（専門書における読み方・文法の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

7 Old English ⑶（専門書における用語の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

8 Old English ⑷（次章の中英語を理解するために必要な国を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

9 Old English ⑸（英文の精読を行い、主要な文章を暗唱する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

10 Middle English ⑴（歴史的背景を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

11 Middle English ⑵（専門書における読み方・文法の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

12 Middle English ⑶（専門書における用語の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

13 Middle English ⑷（英文の速読を行い、概観を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

14 Middle English ⑸（英文の精読を行い、主要な文章を暗唱する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

15 総まとめ（テキストの概観を行う） 事前：英文の予習確認
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 演習

授業科目(英文) 英語リーディングＡ（English Reading 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 なし

そ の 他

授業概要：
英語の歴史の本を読みながら、様々な英文に触れていく授業です。テキストの予習を強く勧めます。予習の方法については担当教員より説明を行います。

古英語、中英語など馴染みにくい言葉が並んでいますが、日本の室町時代や鎌倉時代に、イギリスでは何が起こっていたのかを学びます。

授業目標：
⚑．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。
⚒．その中でも、英語の歴史について理解し、情報や考えなどを理解することができる。
⚓．古英語・中英語の英単語を一つでも知り、現代英語と比較する。
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



シラバス-02  Page 34 20/03/17 09:23

91

教本：
英語の歴史 The English Language: A Brief History（英宝社）

参考文献：
適宜、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。
平常点（25％）、課題およびパフォーマンス（25％）、定期試験（50％）を総合して評価する。

学生へのアドバイス：
英語を精読してみましょう。

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 Introduction及び予習方法の提示、復習に対する考え方など 事前：なし
事後：英文の予習 演習

2 Old English ⑴（おもに古英語の復習を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

3 Old English ⑵（古英語の英単語を知る） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

4 Middle English ⑴（おもに中英語の復習を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

5 Middle English ⑵（中英語の英単語を知る） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

6 Modern English ⑴（歴史的背景を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

7 Modern English ⑵（専門書における読み方・文法の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

8 Modern English ⑶（専門書における用語の解説を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

9 Modern English ⑷（英文の速読を行い、概観を理解する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

10 Modern English ⑸（英文の精読を行い、主要な文章を暗唱する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

11 Glossary Terms（専門用語の紹介。第11回以外にも必要に応じて参照する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

12 Suggested Further Reading（次に読む文献等の紹介を行う） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

13 Notes（註の読み方について解説する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

14 Old English and Middle English（古英語及び註英語の例を暗記する） 事前：英文の予習確認
事後：英文の予習 演習

15 総まとめ及び内容概観 事前：英文の予習確認
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 演習

授業科目(英文) 英語リーディングＢ（English Reading 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 なし

そ の 他

授業概要：
英語の歴史の本を読みながら、様々な英文に触れていく授業です。テキストの予習を強く勧めます。予習の方法については担当教員より説明を行います。

中英語や近代英語など馴染みにくい言葉が並んでいますが、日本の鎌倉時代や江戸時代に、イギリスでは何が起こっていたのかを学びます。

授業目標：
⚑．様々なジャンルや話題の英語を読んで、目的に応じて情報や考えなどを理解することができる。
⚒．その中でも、英語の歴史について理解し、情報や考えなどを理解することができる。
⚓．古英語・中英語の英単語を一つでも知り、現代英語と比較する。
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



シラバス-02  Page 35 20/03/17 09:23

92

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 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

4 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

5 映像における空間表現 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

6 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

7 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

8 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

9 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

10 映像と発達（乳児期・幼児期） 事前：資料確認・作品視聴
事後：講義内容の復習 講義

11 映像と発達（児童期・青年期） 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：
対話式で学ぶ 経済学「超」入門（税務経理協会、￥1,900＋税）。
他に、レジュメを配布する。

参考文献：
『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）。
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（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 15 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、証券投資論Ⅰ、証券投資論Ⅱ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：
テキストは授業ごとにプリントを配布する。

参考文献：
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。
授業参加状況等（10％）、小テスト・レポート等（20％）、定期試験（70％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
観光を構成する事柄について全般的に学ぶ授業です。自身の興味の方向を見出すつもりで受講してください。

オフィスアワー：
初回講義日に伝える。基本的には在席中はいつでも可。

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 エコツーリズム論の構造：エコツーリズムの学問的体系について修
得する。

事前：エコツーリズムの意味について理解する。
事後：エコツーリズム論の体系を確認する。

復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

2 エコツーリズムの歴史：エコツーリズムの発祥、理念、経緯等につい
て修得する。

事前： エコツーリズムの歴史的経緯について考
究する。

事後：エコツーリズムの理念について整理する。
復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

3 エコツーリズムの目的と意義：エコツーリズムが目指す地域振興の
目的と意義、保護と活用のあり方等について修得する。

事前：エコツーリズムと地域のあり方について
考究する。

事後：自然資源の保護と活用について整理する。
復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

4 エコツーリズムの特徴：エコツーリズムの他のツーリズムとの差異、
エコツーリズムの種類等について修得する。

事前：エコツーリズムの事例を収集する。
事後：エコツーリズムの分類を整理する。

復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

5 エコツーリズムと施策・法律：エコツーリズム推進法等関連法規及
び国等行政における関連施策の内容について修得する。

事前：エコツーリズムに関する国の施策を考究
する。

事後：政府エコツーリズムの施策について整理
する。

復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

6 エコツアーと旅行商品化：エコツアーの種類、実施内容及び受入体
制と地域波及効果について修得する。

事前：エコツアーの既存商品について調査する。
事後：エコツアー実施における地域経済効果に

ついて整理する。
復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

7 エコツーリズムの計画：エコツアー及び受入体制の整備等エコツー
リズム実現のためのプロセス及び計画要素について修得する。

事前：“計画”について考究する。
事後：エコツーリズム計画のプロセスを整理する｡

復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

8 エコツーリズムの施設整備：自然保護と利用を踏まえた地域におけ
る施設整備及びエコロッジ、エコパーク等の理念について修得する。

事前：エコの意味について考究する。
事後：自然との去勢について整理する。

復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

9～10
【ワークショップ「自然体験プログラム」】：自然の保護と活用を基
本とした自然体験プログラムについて考察する。
・観光における自然体験プログラムのあり方
・主として子供を対象としたネイチャーゲーム

事前：体験型観光について考究する。
事後：自然体験プログラムを実践する。

事前準備 30分、体験
120分 まとめ 30分

11 エコツーリズムとガイド：屋久島公認ガイドなどエコツーリズムガ
イドの役割、制度等について修得する。

事前：地域ガイドの種類について考究する。
事後：エコツーリズムガイドの必要性について

整理する。
復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

12
ニュージーランドとエコツーリズム：ミルフォードトラックを始め
ニュージーランドのエコツーリズムの現状、パッケージ型旅行商品
の構造について修得する。

事前：ニュージーランドの観光特性について考
究する。

事後：パッケージ型旅行商品の利点について整
理する。

復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

13 ネパールとエコツーリズム：高地トレッキングなどエコツーリズム
の現状、地域開発と環境変化等について修得する。

事前：ネパールの観光について考究する。
事後：ネパールにおける観光開発の功罪につい

て整理する。
復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

14 屋久島とエコツーリズム：屋久島における自然を生かした観光の現
状及び課題等について修得する。

事前：世界遺産屋久島の観光状況について考究
する。

事後：世界自然遺産と観光について整理する。
復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

15 小笠原とエコツーリズム：小笠原におけるエコツーリズムの仕組み
と旅行商品特性等について修得する。

事前：小笠原の観光の現状について考究する。
事後：自然と観光のあるべき姿について整理する｡

復習 10分、講義 70分､
理解度テスト 10分

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 演習

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 古賀 学

履 修 条 件
前提科目 なし

そ の 他 なし

授業概要：
エコツーリズムの理念を踏まえて、国内外で実施されているエコツーリズムを検証することにより、自然の保護と観光活用のあり方について修得する。

授業目標：
①エコツーリズムの理念と構造について修得する。
②観光における環境保全・地域資源保護と利用のあり方について修得する。

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
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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：
オペレーティングシステムの概念 A. Silberschatz他著 共立出版 ￥16,500

参考文献：
講義内で指示

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。
授業内での演習（50％）、定期試験（50％）等で総合評価する。

学生へのアドバイス：
OSは約60年の歴史があり、次第に複雑・高度なものになってきた経緯があります。これからも新しい機能が追加されますが、土台の概念は半世紀を経て

未だ現役です。先人の知恵がどのように活かされているのか、コードから読み解いていくつもりで取り組みましょう。
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 シラバス内容の説明、OS概論 事前：シラバスを読む
事後：PC環境の整備 講義

2 調査したCPUの種類を発表・質疑応答
CPUの役割と命令を実行する仕組み

事前：CPUの種類を調べる
事後：アセンブリコードを出力して読む

講義 60分
演習 30分

3 デバイスについて発表・質疑応答
ハードウェアとIOの制御

事前：デバイスの種類についてまとめる
事後：割り込みのシグナル処理を試す

講義 60分
演習 30分

4 アドレス空間について発表・質疑応答
メモリの管理

事前：アドレス空間について調べる
事後：ページングの様子を観察する

講義 60分
演習 30分

5 プロセスについて発表・質疑応答
プロセスとスレッド

事前：プロセスについて調べる
事後：動いているプロセスを観察する

講義 60分
演習 30分

6 ページングについて発表・質疑応答
プロセスの優先度とスケジューリング

事前：ページングの概念を調べる
事後：OSのスケジューリングを調べる

講義 60分
演習 30分

7 マルチコアでのプロセスの観察を発表・疑問整理
マルチプロセッサと並列処理

事前：マルチコアのプロセスを観察する
事後：CPUの割当ポリシーを調べる

講義 60分
演習 30分

8 デバイスドライバの役割について発表・質疑応答
様々なデバイスへの対応

事前：デバイスドライバの役割を調べる
事後：ソースでのデバイス表現を調べる

講義 60分
演習 30分

9 ファイルシステムについて発表・質疑応答
ファイルシステムとブート時の挙動

事前：ファイルシステムの種類と特徴を調べる
事後：仮想PC上で複数のFSを作成・マウントして、

挙動を確認する

講義 60分
演習 30分

10 メモリ管理について発表・質疑応答
プロセス間通信

事前：メモリの管理を再度復習する
事後：各通信手法について実装する

講義 60分
演習 30分

11 OSI参照モデルについて発表・質疑応答
ネットワーク通信

事前：OSI参照モデルについて調べる
事後：ネットワークの設定項目を整理する

講義 60分
演習 30分

12 PCアーキテクチャについて発表・質疑応答
GPUコンピューティング

事前：PCアーキテクチャについて復習する
事後：CPUとGPUでのプログラムの挙動を比較する

講義 60分
演習 30分

13 仮想化ソフトのインストールについて報告
仮想化⚑：ホストOSとゲストOS

事前：仮想化ソフトをインストールする
事後：ゲストOSでLANを構成する

講義 60分
演習 30分

14 コンテナツールのインストールについて報告
仮想化⚒：コンテナ

事前：Dockerをインストールする
事後：自作のイメージを構築する

講義 60分
演習 30分

15 疑問点のディスカッション
まとめと最近のOSの話題

事前：OSの挙動での疑問点をまとめる
事後：カーネルのソースコードを読む

講義 30分 ディスカ
ッション 60分

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) オペレーティングシステム（Operating System） 科目分類 専門科目

担 当 教 員 岸 康人

履 修 条 件
前提科目 情報処理概論、プログラミング基礎、ネットワーク技術

そ の 他 ノートパソコンを用意すること

授業概要：
現代のコンピュータをハードとソフトの間で支えているオペレーティングシステム(OS)について学習する。内部の挙動が掴みやすいため、UNIX系シス

テムで演習を行うが、概念は他のOSでも共通である。

授業目標：
OSに必要な概念を身につけ、何に影響し、どのような性能の差異に繋がるのかを理解し、実際に検証できる技術を身につけることが目標となる。

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：
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（Phonetics） 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：
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：
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


