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主題と概要
This course is designed to foster the ability to learn on one's own, which will be necessary for future university life, through lectures that combine practical communication with a
native English speaker and the use of online materials for certification examinations.
この科目はネイティブ教員との実践的なコミュニケーションとともに資格試験向けのオンライン教材の利用を組み合わせた講義によって，今後の大学生活において必要となる自ら学ぶ力を育むことを目標と
する。

到達目標
Completing the course, the students will come to use basic grammar appropriately in daily communication with native English speakers.
この科目を履修することで，受講生は基本的な文法を適切に用いて英語母語話者と日常的なやり取りができるようになる。
なお、この科目は「対面型」で実施します。到達目標の達成のためには、授業形態や扱う教材等の関係上、対面型での授業が望ましいためです。「オンデマンド型」ではありませんので、時間割通りの時間
帯に指定された教室で授業に参加してください。新型コロナウイルス感染症等の学校感染症への感染者または濃厚接触者に指定され、一時的に通学が禁止となった学生には、期限を限定してオンデマンド型
課題を提供します。

提出課題
Assignments will be given from time to time.  Online activities are checked weekly.
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。オンライン活動は毎週チェックされます。

履修にあたっての注意・助言他

Students will be evaluated on their participation in the class (70%)and online lessons (30%).
授業への参加（70%）とオンラインでの課題（30%）で評価します。

評価の基準

授業には積極的に参加してください。英語の基礎力（語いおよび文法）を高めるよう努力してください。
規定以上の回数欠席すると単位が認定されません。出席管理は自分で行うこと。

備考履修開始年次 １年生

教科書
.初回講義で指示.

プリント資料及び参考文献
授業中に適宜資料を配布します。

1. Guidance・Self-Introductions
2. Guidance・Pre-test
3. News Article 1・English Corner 1・Topic Reading 1
4. News Article 2・English Corner 2・Topic Reading 2
5. News Article 3・English Corner 3・Topic Reading 3
6.News Article 4・English Corner 4・Topic Reading 4
7. News Article 5・English Corner 5・Topic Reading 5
8. News Article 6・English Corner 6・Topic Reading 6
9. News Article 7・English Corner 7・Topic Reading 7
10. News Article 8・English Corner 8・Topic Reading 8
11. News Article 9・English Corner 9・Topic Reading 9
12. News Article 10・English Corner 10・Topic Reading 10
13. News Article 11・English Corner 11・Topic Reading 11
14. News Article 12・English Corner 12・Topic Reading 12
15. News Article 13・English Corner 13・Topic Reading 13
*The schedule may be adjusted slightly depending on the pace of the class and the students' interests.

授業計画

備考

授業形態（アクティブ・ラーニング）

Students should spend at least 4 hours a week previewing and reviewing each article and online materials.
予習復習とオンライン課題に4時間

授業形態 講義

Feedback will be given based on the students' progress.  Answers to questions will be done first orally, then written.  After that, corrections will be made, and key language points
will be focussed upon.
受講生の進捗に応じてフィードバックを行います。やりとりはまず口頭で行い，次に板書します。その後に答え合わせや説明を加えます。

ア：PBL（課題解決型学習） イ：反転授業（知識習得の要素を授業外に済ませ、知識確認等の要素を教室で行う授業形態）

ウ：ディスカッション、ディベート エ：グループワーク

オ：プレゼンテーション カ：実習、フィールドワーク

準備学修（予習・復習等）の具体的な内容及びそれに必要な時間

双方向授業の実施及びICTの活用に関する記述

実務経験の有無及び活用

キ：その他（ＡＬ型であるけども、以上の項目のいずれにも該当しない場合）

Completing the course, the students will acquire the ability to communicate with anyone with English on several topics with appropriate grammar.
この科目を履修することで，受講生は日本語だけでなく英語も使って「誰とでもしっかり言葉を交わすことができる」ようになる。

卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目の関連


