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講義名 英語Ａ（上級）

グローバル科目区分

ジョン　スネリング担当教員

2単位数

後期 木曜日 ４時限開講期・曜日・時限
2019年度 人間社会学部 人間健康学科／2019年度 人間社会学部 観光学科／2019年度 人間社会学部 人間社会学
科／
2019年度 経済学部 経済情報学科／2019年度 経済学部 経済学科／2019年度 商学部 マーケティング学科／
2019年度 商学部 経営学科

主題と概要
それぞれのレベルに応じて、特に英語のReading、Listening、文法の領域のブラッシュアップをはかります。共通教
材については、原則CALL教室でパソコンを使いながらTOEICタイプの練習を行います。
　The purpose of what we do in class is to enable you to develop rapid response in English using simple
situations. Special attention will be given to pronunciation and intonation with particular emphasis
given to reduced sounds and liaisons. After studying a model conversation, alternative expressions will
be introduced with special attention given to the appropriateness of the language used for a given
situation.

到達目標
このクラスの目標は基本的な単語や文を復習して実用的な場面で英語が使えるようになることです。
The goal of this class is to review basic vocabulary and sentence structures from high school, so as to
enable you to use English in practical situations.

提出課題
オンライン、または紙ベースでの課題提出を求めることがあります。
Some written assignments will be given from time to time.

履修にあたっての注意・助言他

出席状況、授業中の活動状況、小テスト、提出課題など平常点を50％、セメスター末の最終試験を50％として総合的
評価を行います。また、共通教材部分と担当者独自の教材部分とはそれぞれ50％ずつのウェイトをつけるようにしま
す。

評価の基準

英語はいわば実技授業ですから、授業中の活動に積極的にチャレンジすること。たとえば出席が常ではなく、居眠り
あるいは私語が多いということでは単位取得はかなり困難になるでしょう
For successful completion of this course, regular attendance and punctuality are essential. Keep in mind
that this course is ultimately intended for your benefit. It is not so important to be good at English as
it is to try to get as much out of this course as you possibly can.
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教科書

.プリント教材 共通教材.

プリント資料及び参考文献
必要に応じて授業中に指示します。

.独自教材：Webで提供し、同時に印刷した冊
子も配布.

1 共通教材Unit 1
Introducing yourself and study-guidance
2 共通教材Unit 2
Introducing other people 3 共通教材Unit
3 Introducing other people (2)
4 共通教材Unit 4
Talking about people’s occupations
5 共通教材Unit 5
Talking about people’s occupations (2)
6 共通教材Unit 6
Part time jobs
7 共通教材Unit 7
Part time jobs (2)
8 共通教材Unit 8
Talking about where people come from
9 共通教材Unit 9
Talking about where you live
10 共通教材Unit 10
Talking about what people study
11 共通教材Unit 11
Talking about what people do in their free time
12 共通教材Unit 12
Filling out a registration form
13 共通教材Unit 13
Filling out a registration form (2)
14 共通教材Unit 14
Review
15 共通教材Unit 15 Review

授業計画

備考

予習・復習

学期の初めにプリントを配布します。受講者は毎回、このプリントに従って毎週の予習と復習を行うこと。これは共通教
材の練習も兼ねます。
At the beginning of the semester, students will be given a series of handouts. It is important that students
preview and review the material for each lesson. This will also back up what the students are doing in the
Moodle program.


