
　
Effective Communication A

　　

デヴェラ，ローナ・Ｖ・Ｌ・バールドウィン，デイヴィッド・Ｂ

・レビー，ロバート・Ｃ

１年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　The objectives of this course is to strengthen all

　　aspects of the students' English speaking ability,

　　incorporating the other skills as well, writing, reading and

　　 listening. In this course students will be given the

　　opportunity to discuss, write and present about current

　　topics in Japan and in the world. Through taking this course

　　 students will gain the necessary skills and confidence to

　　make themselves more marketable in the global world. By the

　　end of this course the students will feel comfortable

　　participating in daily conversations, as well as in academic

　　 or public speaking situations.

【授業における到達目標】

　　　The overall objective of this course is to give students

　　the opportunity to develop as internationally minded

　　citizens　and to cultivate their ability to actively apply

　　problem-

　　solving skills to gain deeper insights into the course

　　content.

【授業の内容】

　　1. Course introduction- Self-introduction

　　2. Topic 1: Family - read/ vocabulary/summarize

　　3. Topic 1: Family - group work/presentation

　　4. Topic 2: Friends - watch/vocabulary/write

　　5. Topic 2: Friends - group work/presentation

　　6. Grammar Day

　　7. Grammar Test

　　8. Prepare for mid-term presentation

　　9. Mid-term presentation

　　10.Topic 3: Culture - read/vocabulary/summarize

　　11.Topic 3: Culture - group work/presentation

　　12.Topic 4: Education - watch/vocabulary/write

　　13.Topic 4: Education - group work/presentation

　　14.Prepare for final presentation

　　15.Final presentation

【事前・事後学修】

　　  Students should come prepared and have an interest in

　　English. Students are required to preview the next class

　　contents for about 1 hour. Students are required to review

　　the taught class contents for about 1 hour.

【テキスト・教材】

　　　Original handouts will be provided.

　　　Students should bring a notebook.

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　Attitude 20%, Mid-term presentation 20%, Final

　　presentation 20%, Writing/HW 20% and Listening and speaking

　　20%

　　　Students will receive their feedback in the 15th class.

【注意事項】

　　　ネームカード作成のため、証明写真（縦3cm×横4cm）を提出して

　　ください。

　
Effective Communication B

　　

デヴェラ，ローナ・Ｖ・Ｌ・バールドウィン，デイヴィッド・Ｂ

・レビー，ロバート・Ｃ

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　  The objectives of this course is to strengthen all

　　aspects of the students' English speaking ability,

　　incorporating the other skills as well, writing, reading and

　　 listening. In this course students will be given the　

　　opportunity to discuss, write and present about current　

　　topics in Japan and in the world. Through taking this course

　　 students will gain the necessary skills and confidence to

　　make themselves more marketable in the global world. By the

　　end of this course the students will feel comfortable

　　participating in daily conversations, as well as in

　　academic or public speaking situations.

【授業における到達目標】

　　  This course aims to give students the opportunity to

　　develop as internationally minded citizens and to cultivate

　　their ability to actively apply problem-solving skills to

　　gain deeper insights into the course content.

【授業の内容】

　　1. Course introduction- Self-introduction

　　2. Topic 1: Sports - read/ vocabulary/summarize

　　3. Topic 1: Sports - group work/presentation

　　4. Topic 2: Work - watch/vocabulary/write

　　5. Topic 2: Work - group work/presentation

　　6. Grammar Day

　　7. Grammar Test

　　8. Prepare for mid-term presentation

　　9. Mid-term presentation

　　10.Topic 3: Food - read/vocabulary/summarize

　　11.Topic 3: Food - group work/presentation

　　12.Topic 4: Health - watch/vocabulary/write

　　13.Topic 4: Health - group work/presentation

　　14.Prepare for final presentation

　　15.Final presentation

【事前・事後学修】

　　  Students should come prepared and have an interest in

　　English. Students are required to preview the next class

　　contents for 1 hour. Students are required to review the

　　taught class contents for 1 hour.

【テキスト・教材】

　　  Original handouts will be provided.

　　  Students should bring a notebook.

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　  Attitude 20%, Mid-term presentation 20%,Final presentation

　　 20%, Writing/HW 20% and Listening and speaking 20%

　　Students will receive their feedback in the 15th class.

【注意事項】

　　ネームカード作成のため、証明写真（縦3cm×横4cm）を提出して

　　ください。
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Ｇｒａｍｍａｒ＆ＵｓａｇｅＡ

　　

藤原　正道・大島　幸治・河合　修一郎

１年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　英文の正しい使い方と意味を修得します。自分ではわかっている

　　つもりの英文法でも、ライティングなどをしてみると基礎的な文法

　　事項が身についていなかったと気がつくことがあります。文法学習

　　とライティングなどを同時に行うことで、文法知識のあいまいな部

　　分を明らかにし、実際に使える英語力の修得を目指します。

【授業における到達目標】

　　　文法学習とライティングなどの学習を同時に行うことで、英語の

　　正確な理解力と発信力を高めることを目標としています。文法知識

　　に裏打ちされた英語理解力と発信力を修得することで、コミュニケ

　　ーション力、英語および英語圏の社会・文化に関する知識の修得、

　　さらに我が国の伝統の美と文化・精神について世界に発信しようと

　　する態度を養うことを目指します。

【授業の内容】

　　 1．文の成り立ち　　　　　 各品詞とその働き

　　 2．文の要素　　　　　　　 主語と述語動詞

　　 3．文の種類１　　　　　　 平叙文、否定文、疑問文

　　 4．文の種類２　　　　　　 命令文、感嘆文、付加疑問文

　　 5．文の種類３　　　　　　 単文、重文、複文

　　 6．名　詞１　　　　　　　 普通、固有、集合など

　　 7．名　詞２　　　　　　　 主格、目的格など

　　 8．名　詞３　　　　　　　 人称、性など

　　 9．代名詞　　　　　　　　 指示、疑問、関係代名詞

　　10．関係副詞、不定代名詞　 one，some，anyなど

　　11．形容詞　　　　　　　　 数量など

　　12．比較、最上級

　　13．冠　詞　　　　　　　　 定冠詞、不定冠詞など

　　14．動　詞１　　　　　　　 動詞の種類と文の用法

　　15．動　詞２　　　　　　　 完全自動詞，不完全自動詞など

　　

　　順番は変更される場合があります。

【事前・事後学修】

　　事前学修：授業で学ぶ範囲を予習し、わからないところを明確にし

　　　ておいてください。週1時間以上

　　事後学修：授業中に学んだ内容を見直して、小テストや課題提出の

　　　準備をしてください。週1時間以上

【テキスト・教材】

　　河合 修一郎：Robert Hickling・市川泰弘著『大学生のための読解

　　　演習と基本文法』金星堂 2009年、1950円＋税

　　大島　幸治：作成したオリジナルプリントを使用します。

　　藤原　正道：作成したオリジナルプリントを使用します。　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　河合 修一郎：毎回授業の冒頭で、前回学んだ内容についての小テ

　　　ストを行い、その結果を集計して成績とする（100％）、小テス

　　　トは翌週の授業でフィードバックを行う。

　　大島　幸治：小テスト40％、平常点（授業への積極参加）20％、

　　　授業内テスト40％、次回授業でフィードバックを行います。

　　藤原　正道：小テスト90％、平常点（授業への積極参加）10％。

　　　次回授業でフィードバックを行います。

【参考書】

　　必要に応じて、クラスで紹介します。

【注意事項】

　　・辞書を常に携帯すること。

　　・私語などによる授業妨害があった場合は、退室を求めます。ま

　　た、居眠りや携帯電話などの使用により授業への積極的参加が認め

　　られない場合は、成績へ大いに反映します。

　
Ｇｒａｍｍａｒ＆ＵｓａｇｅＢ

　　

藤原　正道・大島　幸治・河合　修一郎

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　Grammar＆Usage Aで学習した内容について、一層定着、発展させ

　　て、正確な文法知識に基づいたライティングの力を養います。

【授業における到達目標】

　　 　文法学習とライティングなどの学習を同時に行うことで、英語

　　の正確な理解力と発信力を高めることを目標としています。文法知

　　識に裏打ちされた英語理解力と発信力を修得することで、コミュニ

　　ケーション力、英語および英語圏の社会・文化に関する知識の修

　　得、さらに我が国の伝統の美と文化・精神について世界に発信しよ

　　うとする態度を養うことを目指します。

【授業の内容】

　　 1．完全他動詞と不完全他動詞

　　 2．助動詞と本動詞の関係

　　 3．人称、数の一致

　　 4．不規則動詞の活用

　　 5．時　制

　　 6．進行形

　　 7．完了形

　　 8．時制の一致

　　 9．仮定法

　　10．受動態

　　11．助動詞１（do，have，willなど）

　　12．助動詞２（can，may，mustなど）

　　13．直接話法と間接話法

　　14．不定詞、分詞、動名詞

　　15．副詞、前置詞、接続詞

　　

　　内容の順番に変更がある場合があります。

【事前・事後学修】

　　事前学修：授業で学ぶ範囲の問題を解いて予習し、わからない

　　　ところを明確にしておいてください。週1時間以上

　　事後学修：授業中に学んだ内容を見直して、小テストや課題

　　　提出の準備をしてください。週1時間以上

【テキスト・教材】

　　河合 修一郎：Robert Hickling・市川泰弘著『大学生のための読解

　　　演習と基本文法』金星堂 2009年、1950円＋税

　　大島　幸治：作成したオリジナルプリントを使用します。

　　藤原　正道：作成したオリジナルプリントを使用します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　河合 修一郎：毎回授業の冒頭で、前回学んだ内容についての小テ

　　　ストを行い、その結果を集計して成績とする（100％）、小テス

　　　トは翌週の授業でフィードバックを行う。

　　大島　幸治：小テスト40％、平常点（授業への積極参加）20％、

　　　授業内テスト40％、次回授業でフィードバックを行います。

　　藤原　正道：小テスト90%、平常点（授業への積極参加）10％。

　　　次回授業でフィードバックを行います。

【参考書】

　　必要に応じて、クラスで紹介します。

【注意事項】

　　・辞書を常に携帯すること。

　　・私語などによる授業妨害があった場合は、退室してもらいます。

　　また、居眠りや携帯電話の使用による授業への積極的参加が見られ

　　ない場合は成績に大いに反映します。
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ＲｅａｄｉｎｇＡ

　　

栗本　孝子・霜田　敦子・河合　修一郎・猪又　久夫

１年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、英文講読の演習を行います。テキストの難易度や

　　内容は、クラスごとに適切なものが選ばれます。正確に読めること

　　が、正確に書くこと、聞くこと、話すことにつながっていきます。

　　あせらず休まずしっかり勉強していきましょう。

【授業における到達目標】

　　　この科目では、さまざまな英文を正確に読むことによって、基礎

　　的な単語と構文について理解力を深めます。文法事項の確認を基に

　　読解力を高め、英語圏の多様な多文化社会に対応できる柔軟な思考

　　を目指し、国際的な研鑽力を磨いていきます。

【授業の内容】

　　　以下の文法項目を含む文を正確に読解する演習を行います。内容

　　の順番に変更がある場合があります。

　　　１．主部と述部、主語と述語動詞、主語の探求

　　　２．主語の修飾語、述語動詞の修飾語，目的語,補語　

　　　３．能動と受動、動作と状態

　　　４．冠詞の処理

　　　５．代名詞の処理、Itの用法について　

　　　６．接続詞、関係代名詞、関係副詞

　　　７．前置詞について

　　　８．否定の研究　

　　　９．比較の研究

　　　10．仮定法の研究

　　　11．命令文

　　　12．疑問文の研究

　　　13．感嘆文の研究

　　　14．特殊語法の研究　

　　　15．省略語法

【事前・事後学修】

　　事前学修：授業で学ぶ範囲の英文を読み、出された課題を解き、

　　　単語をチェックしておいてください。（学修時間週1時間）

　　事後学修：授業中に学んだ内容を見直して、小テストや課題提出

　　　の準備をしてください。（学修時間週1時間）

【テキスト・教材】

　　栗本孝子：JoAnn Parochetti他共著『Cool Japan』南雲堂，2017年

　　（1900円＋税）

　　河合修一郎：Bill Benfield・登美博之著『Polish up Your

　　　English　英文法から学ぶ基本英語』成美堂, 2005年

　　　（1800円＋税）

　　猪又久夫：佐藤哲三・愛甲ゆかり著『English Primer』Revised

　　Edition, 南雲堂，2013年（1900円＋税）

　　霜田敦子：Robert Juppe & Yukio Umaba著『Premium Reader

　　　Elementary』金聖堂, 2011年（1,700円＋税）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　栗本孝子：毎回文法問題プリント50％＋授業内期末試験50％。プ

　　　リント解答・解説は次週、期末試験解答・解説は最終授業。

　　河合修一郎：毎回授業冒頭での小テスト（前回内容確認）の集計

　　　が成績（100％）。小テストのフィードバックは翌週授業で。

　　猪又久夫：定期試験 50％＋平常点（授業態度、課題提出）50％、

　　　最終回にフィードバック。

　　霜田敦子：授業内定期試験50%＋小テスト10％＋課題プリント30％

　　　＋WPM記録表10％

【参考書】

　　 　必要に応じて、クラスで紹介します。

【注意事項】

　　　必ず毎回辞書を持参してください。授業開始時に注意事項を説明

　　します。しっかり聞いて守りましょう。

　
ＲｅａｄｉｎｇＢ

　　

栗本　孝子・霜田　敦子・河合　修一郎・猪又　久夫

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　Reading Aで学習した知識を活かして、さらに多くの英文を読

　　み、正確にそしてできるだけスピーディに英文を理解する力を身に

　　つけていきます。そのため、語彙力を増やすことはもちろんのこ

　　と、英語の文脈に注意を払いながらパラグラフ単位で大意を把握す

　　るなどの読み方についても学んでいきます。

【授業における到達目標】

　　　さまざまな英文を読む作業を通じて、英文構造の理解と英文構造

　　を支える語彙力を深めていきます。英語圏の多様な多文化社会に対

　　応できる柔軟な思考を目指し、国際的な研鑽力を磨くとともに、国

　　際的ま視野と英語運用能力の向上を目指します。

【授業の内容】

　　　以下の文法項目を含む文を正確に読解する演習を行います。内容

　　の順番に変更がある場合があります。

　　１．助動詞の説明

　　２．助動詞についての練習問題

　　３．態についての説明

　　４．態を含む文の練習問題

　　５．不定詞の用法について

　　６．不定詞を含む文の練習問題

　　７．分詞の用法について

　　８．分詞を含む文の練習問題

　　９．動名詞の用法について

　　10．動名詞を含む文の練習問題

　　11．数詞についての説明

　　12．数詞を含む文の練習問題

　　13．完了時制について、その使い方

　　14．完了形を含む文の練習問題

　　15．まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：授業で学ぶ範囲の英文を読み、出された課題を解き、

　　　単語をチェックしておいてください。（学修時間週1時間）

　　事後学修：授業中に学んだ内容を見直して、小テストや課題提出

　　　の準備をしてください。（学修時間週1時間）

【テキスト・教材】

　　栗田孝子：JoAnn Parochetti他共著『Cool Japan』南雲堂，2017年

　　（1900円＋税）

　　河合修一郎：Bill Benfield・登美博之著『英文法から学ぶ基本英

　　　語　Polish up Your English』成美堂, 2005年（1800円＋税）

　　猪又久夫：佐藤哲三・愛甲ゆかり著『English Primer』Revised

　　　Edition, 南雲堂，2013年（1900円＋税）

　　霜田敦子：Robert Juppe & Yukio Umaba著『Premium Reader

　　　Elementary』成美堂, 2011年（1,700円＋税）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　栗本孝子：毎回文法問題プリント50％＋授業内期末試験50％。プ

　　　リント解答・解説は次週、期末試験解答・解説は最終授業。

　　河合修一郎：毎回授業冒頭での小テスト（前回内容確認）の集計

　　　が成績（100％）。小テストのフィードバックは翌週授業で。

　　猪又久夫：定期試験 50％＋平常点（授業態度、課題提出）50％、

　　　最終回にフィードバック。

　　霜田敦子：授業内定期試験50%＋小テスト10％＋課題プリント30％

　　　＋WPM記録表10％

【参考書】

　　　必要に応じて、クラスで紹介します。

【注意事項】

　　　必ず毎回辞書を持参してください。 授業開始時に注意事項を説

　　明します。しっかり聞いて守りましょう。
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ＬｉｓｔｅｎｉｎｇＡ

　　

栗田　智子・田丸　由美子・霜田　敦子

１年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　リスニング用の機器・設備を使用して、多くの英語音声に触れる

　　ことで、聞く力を高めるための基礎力を養います。聞く力の向上に

　　は、どれほど多くの単語や表現、文法の知識を身につけているか、

　　自然な早さの発話を聞くことにどれほど慣れているか、などさまざ

　　まな事柄が関わってきます。また、音の変化に慣れることも重要で

　　す。この授業では、音の変化を中心にした聞き取り能力の向上につ

　　ながる多くのヒントが得られるはずです。

【授業における到達目標】

　　　学修を通して自己成長する力（研鑽力）によって得られた成果を

　　実感して、自信を創出すること、英語を聞き取り、コミュニケーシ

　　ョン能力を向上し、国際的視野から英語圏の言語と社会・文化を理

　　解できるようになることを到達目標とします。

【授業の内容】

　　　１．はじめに　　英語のリズムの基本１

　　　２．基本練習１　英語のリズムの基本２

　　　３．基本練習２　弱く発音される音の基本１

　　　４．基本練習３　弱く発音される音の基本２

　　　５．基本練習４　聞こえなくなる音の基本１

　　　６．基本練習５　聞こえなくなる音の基本２

　　　７．基本練習６　なくなる音の基本１

　　　８．基本練習７　なくなる音の基本２

　　　９．基本練習８　ひとつになる音・変わる音の基本１

　　　10．基本練習９　ひとつになる音・変わる音の基本２

　　　11．基本練習10  つながる音の基本１

　　　12．基本練習11  つながる音の基本２

　　　13．基本練習12  アクセント・イントネーションの基本１

　　　14．基本練習13  アクセント・イントネーションの基本２

　　　15．まとめ

　　　　内容の順番に変更がある場合があります。

【事前・事後学修】

　　　事前学修：課題やその他の聞き取り教材に取り組む。

　　　事後学修：授業の復習や他の教材に取り組む。

　　　（事前・事後学修を合わせて週２時間以上）

【テキスト・教材】

　　　開講時に指示します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　  栗田 智子：提出物40%＋平常点10%＋期末テスト50%

　　　霜田 敦子：定期試験（50%）＋小テスト（20%）

　　　　　　　　　＋oral test（20%）＋平常点（授業態度）（10%）

　　　田丸由美子：定期試験（50%）＋小テスト（30%）＋課題（20%）

　　

　　　それぞれ次回授業か試験後または最終授業でフィードバックを行

　　います。

　　

【参考書】

　　　必要に応じ、各クラスで授業時に適宜紹介します。

【注意事項】

　　　授業内容は、担当教員によって多少異なることがあります。

　　私語などにより、他人への迷惑行為や授業の妨げになる行為があっ

　　た場合は、退出してもらいます。また、居眠りや携帯電話の使用な

　　どによって、授業への積極的参加が認められない場合、成績に大い

　　に影響があることを伝えておきます。　

　
ＬｉｓｔｅｎｉｎｇＢ

　　

栗田　智子・田丸　由美子・霜田　敦子

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　「Listening Ａ」に引き続き、リスニング用の機器・設備を使用

　　して、多くの英語音声に触れることにより、聞く力をさらに高める

　　ための演習を行います。聞く力の向上には、どれほど多くの単語や

　　表現、文法の知識を身につけているか、自然な早さの発話を聞くこ

　　とにどれほど慣れているか、などさまざまな事柄が関わります。ま

　　た、音の変化に慣れることも重要です。この授業では、音の変化を

　　中心にした聞き取り能力の向上につながる多くのヒントが得られる

　　はずです。

【授業における到達目標】

　　　 学修を通して自己成長する力（研鑽力）によって得られた成果

　　を実感して、自信を創出すること、英語を聞き取り、コミュニケー

　　ション能力を向上し、国際的視野から英語圏の言語と社会・文化を

　　理解できるようになることを到達目標とします。

【授業の内容】

　　　１．はじめに　　英語のリズムの練習１

　　　２．発展練習１　英語のリズムの練習２

　　　３．発展練習２　弱く発音される音の練習１

　　　４．発展練習３　弱く発音される音の練習２

　　　５．発展練習４　聞こえなくなる音の練習１

　　　６．発展練習５　聞こえなくなる音の練習２

　　　７．発展練習６　なくなる音の練習１

　　　８．発展練習７　なくなる音の練習２

　　　９．発展練習８　ひとつになる音・変わる音の練習１

　　　10．発展練習９　ひとつになる音・変わる音の練習２

　　　11．発展練習10　つながる音の練習１

　　　12．発展練習11　つながる音の練習２

　　　13．発展練習12　アクセント・イントネーションの練習１

　　　14．発展練習13　アクセント・イントネーションの練習２

　　　15．まとめ

　　　　内容の順番に変更がある場合があります。

【事前・事後学修】

　　　事前学修：課題やその他の聞き取り教材に取り組む。

　　　事後学修：授業の復習や他の教材に取り組む。

　　　（事前・事後学修を合わせて週２時間以上）

【テキスト・教材】

　　　開講時に指示します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　  栗田 智子：提出物40%＋平常点10%＋期末テスト50%

　　　霜田　敦子：定期試験（50%）＋小テスト（20%）

　　　　　　　　　＋oral test（20%）＋平常点（授業態度）（10%）

　　　田丸由美子：定期試験（50%）＋小テスト（30%）＋課題（20%）

　　

　　　それぞれ次回授業か試験後または最終授業でフィードバックを行

　　います。

　　　

【参考書】

　　　必要に応じ、各クラスで授業時に適宜紹介します。

【注意事項】

　　　授業内容は、担当要員によって多少異なることがあります。

　　私語などの他人への迷惑行為や授業の妨げになる行為があった場合

　　は、退出してもらいます。また居眠りや、携帯電話の使用などによ

　　って、授業への積極的参加が認められない場合、成績に大いに影響

　　があることを伝えておきます。
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Effective Communication C

　Effective Communication C

バールドウィン，デイヴィッド・Ｂ

２年　前期　1単位　　

◎：国際的視野、○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　This course continues on where E.C 2 left off.

　　By the end of the semester students will have had

　　practice in various situations using English. They

　　will practice reading out loud, pronunciation, and

　　intonation. Students will prepare and take part in

　　conversation exercises with partners or small groups.

【授業における到達目標】

　　By the end of the course students will have actively

　　participated in dozens of conversations, learned

　　international viewpoints and have pursued the

　　beauty of English through conversation.

【授業の内容】

　　1. Introduction to class procedures, classroom English,

　　    introducing yourself (pp.12-13 in Textbook)

　　2. Unit 1: Have you two met? (pp.14-16)

　　3. Unit 1: Have you two met? (pp.17-19)

　　4. Unit 2: You must be excited! (pp.20-21)

　　5. Unit 2: You must be excited! (pp.23-27)

　　6. Quiz Units 1-2

　　   Unit 3: Where should I go? (pp.28-29)

　　7. Unit 3: Where should I go? (pp.30-35)

　　8. Prepare for speaking test

　　   Unit 3: Where should I go?

　　9. Speaking test

　　    Unit 4: I love that! (pp.36-37)

　　10. Unit 4: I love that! (pp.38-43)

　　11. Quiz Units 3-4

　　    Unit 5: What’s your excuse? (pp.44-45)

　　12. Unit 5: What’s your excuse? (pp.46-51)

　　13. Unit 6: What’s it like there? (pp.52-55)

　　14. Final listening exam

　　      Preparation for speaking test 2

　　15. Speaking test 2

　　      Review

【事前・事後学修】

　　Read the Table of Contents for subject topics,

　　do the “Extra Listening” exercise in the back of

　　the textbook for Unit 1.

【テキスト・教材】

　　English Firsthand 2 (Pearson Publishing)

　　ISBN: 9789813130234

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　Participation: 25%

　　Quizzes and midterm: 25%

　　Final exam: 25%

　　Speaking tasks: 25%

　　Class participation is a very important aspect of

　　Effective Communication class. Come to every

　　class to receive full marks.

【参考書】

　　(none)

【注意事項】

　　Bring to every class:

　　Clear file for copies

　　Pen, pencil, eraser, ruler

　　Notebook or notepaper

　　Textbook

　
Effective Communication D

　　

レビー，ロバート・Ｃ

２年　後期　1単位　　

◎：国際的視野、○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　The objective of the Effective Communication course is to

　　strengthen all aspects of the student's English speaking

　　ability, increase student's self-confidence and improve

　　their oral fluency and pronunciation.

　　

【授業における到達目標】

　　The course outline for Effective Communication will cover a

　　variety of techniques and phrases that will help

　　participants take part in English discussions more

　　confidently and effectively. Each week we will also go over

　　different areas of basic pronunciation, intonation and

　　stress.

　　

【授業の内容】

　　Course Schedule

　　Week 1 Orientation. Rejoinders. Follow-up questions

　　Week 2 Effective presentation and PowerPoint techniques

　　Week 3 Confirmation Questions

　　Week 4 Clarifications with Question Words

　　Week 5 PowerPoint Presentation 1 info

　　Week 6 Expressing Probability

　　Week 7 Expressing Opinions

　　Week 8 PowerPoint Presentation 1

　　Week 9 PowerPoint Presentation 2 info

　　Week 10 Echoing instructions

　　Week 11 Talking on the Telephone

　　Week 12 PowerPoint Presentation 2

　　Week 13 Review and speaking test info

　　Week 14 Speaking test and interviews

　　Week 15 Speaking test and interviews

　　

【事前・事後学修】

　　For this course you should prepare yourself to participate

　　actively in every class using only English.

　　

【テキスト・教材】

　　All materials are provided by the instructor.

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　Evaluation

　　Class participation 60%

　　PowerPoint presentations 20%

　　Speaking Test 20%

　　

【注意事項】

　　Let's have fun speaking English in 2018!

　　Cheers Chris : )
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Ｇｒａｍｍａｒ＆ＵｓａｇｅＣ

　卒業までにしっかり身に付けておきたい英文法の基礎

河合　修一郎

２年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　英語が使えるようになりたいと思いながら、いまでも英文法が苦

　　手という人は多いでしょう。しかし、文法が身に付いていないと、

　　他人の作った英文はマネできても、自分の言いたいことに英語のカ

　　タチを与えることは難しいのではないか。そうした学生を対象に、

　　習得する上でのポイントを押さえながら、英語の「しくみ」をわか

　　りやすく解説していきます。

【授業における到達目標】

　　　ただ日本語に訳して終わりの英語学習ではなくて、英語の論理を

　　もとに、国際的視野を踏まえて客観的に自己を表現できる能力を身

　　に着けることを目指します。学習を人生の目標と位置づけ、日々研

　　鑽に励んでほしい。

【授業の内容】

　　１．文の成り立ち

　　２．文の種類

　　３．動詞と文型

　　４．動詞と時制

　　５．完了形

　　６．動詞の形の決め方・時制の一致

　　７．助動詞

　　８．態

　　９．準動詞とは

　　１０．不定詞

　　１１．動名詞

　　１２．動名詞と不定詞

　　１３．分詞

　　１４．比較

　　１５．関係詞

【事前・事後学修】

　　　今日はどんなことを学習するのか、テキストに目を通した上で授

　　業に臨むこと。（週２時間）授業後は付属の問題集を使って、理解

　　した内容を確認。（週２時間）

【テキスト・教材】

　　　『Evergreen』　（いいずな書店 ２０１７年）　１５２０円＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　毎回授業の冒頭で、前回学んだ内容についての小テストを行い、

　　その結果を集計して成績とします。（１００％、採点済みの答案は

　　翌週の授業で返却）

【注意事項】

　　　授業を欠席したり遅刻した場合は、その回のテストの成績がゼロ

　　になります。結局、目標を諦めずに持続するかしないかが物事の勝

　　ち負けを決定します。また、扱うテーマの性質上、前期、後期をあ

　　わせて受講することが望ましい。

　　受講人数制限４０名。（制限人数を超えた場合は抽選）

　
Ｇｒａｍｍａｒ＆ＵｓａｇｅＣ

　英文法の必須事項の確認と問題演習

大島　幸治

２年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　すでに学習してきた英文法に関する必須事項を確認し、正確に英

　　文を解釈したり、英語表現のニュアンスの違いを理解することで、

　　英語で自信をもって情報発信できるようになることを目指します。

　　TOEIC対策の英文法・語彙問題を演習し、問題解説を行いながら、

　　英文法の重要項目について質疑応答しながらか解説していきます。

【授業における到達目標】

　　　単語訳をただ当てはめて英文を理解するのではなく、英語の論理

　　や英文に込められた意図やニュアンスの違いをできるよう、知識の

　　補充と理解の深化を目指します。具体的にはTOEICで出題される英

　　文法・語彙問題への解答演習を通じて、知識と語彙力を拡大してス

　　コアの上昇を目指して自己の学習成果を確認します。これにより学

　　生が修得すべき「研鑽力」のうち、学ぶ愉しみを知り、生涯にわた

　　って知を探求する姿勢を修得します。

【授業の内容】

　　第1週　動詞と文型

　　第2週　動詞と時制

　　第3週　法助動詞

　　第4週　仮定法

　　第5週　態

　　第6週　準動詞

　　第7週　名詞と冠詞

　　第8週　代名詞

　　第9週　形容詞

　　第10週　形容詞句

　　第11週　形容詞節

　　第12週　副詞

　　第13週　副詞句

　　第14週　副詞節

　　第15週　比較・否定

【事前・事後学修】

　　　授業で先渡しされたプリントで次回の授業テーマを予習すること

　　（週2時間）。授業後は、授業で演習した問題を復習し、理解した

　　内容を確認し、解答力をアップすること（週2時間）。

【テキスト・教材】

　　　プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　毎回授業の冒頭で、前回学んだ内容についての確認を行います。

　　不定期に確認テストを5回実施し、その結果を集計して60％、期末

　　試験40％、試験結果は授業最終回にフィードバックします。

【注意事項】

　　　受講人数制限40名（制限を超えた場合は抽選）
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Ｇｒａｍｍａｒ＆ＵｓａｇｅＤ

　卒業までにしっかり身に付けておきたい英文法の基礎

河合　修一郎

２年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　英語が使えるようになりたいと思いながら、いまでも英文法が苦

　　手という人は多いでしょう。しかし、文法が身に付いていないと、

　　他人の作った英文はマネできても、自分の言いたいことに英語のカ

　　タチを与えることは難しいのではないか。そうした学生を対象に、

　　習得する上でのポイントを押さえながら、英語の「しくみ」をわか

　　りやすく解説していきます。

【授業における到達目標】

　　　ただ日本語に訳して終わりの英語学習ではなくて、英語の論理を

　　もとに、国際的視野を踏まえて客観的に自己を表現できる能力を身

　　に着けることを目指します。学習を人生の目標と位置づけ、日々研

　　鑽に励んでほしい。

【授業の内容】

　　１.句と節

　　２．仮定法

　　３．疑問詞と疑問文

　　４．否定

　　５．話法

　　６．名詞構文・無生物主語

　　７．強調・倒置・挿入・省略・同格

　　８．名詞

　　９．限定詞とは

　　１０．冠詞

　　１１．代名詞

　　１２．形容詞

　　１３．副詞

　　１４．前置詞

　　１５．接続詞

【事前・事後学修】

　　　今日はどんなことを学習するのか、テキストに目を通した上で授

　　業に臨むこと。（週２時間）授業後は付属の問題集を使って、理解

　　した内容を確認。（週２時間）

【テキスト・教材】

　　　『Evergreen』　（いいずな書店２０１７年）　１５２０円＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　毎回授業の冒頭で、前回学んだ内容についての小テストを行い、

　　その結果を集計して成績とします。（１００％、採点済みの答案は

　　翌週の授業で返却）

【注意事項】

　　　授業を欠席したり遅刻した場合は、その回のテストの成績がゼロ

　　になります。結局、目標を諦めずに持続するかしないかが物事の勝

　　ち負けを決定します。また、扱うテーマの性質上、前期、後期をあ

　　わせて受講することが望ましい。

　　受講人数制限４０名。（制限人数を超えた場合は抽選）

　
Ｇｒａｍｍａｒ＆ＵｓａｇｅＤ

　　

久保田　佳枝

２年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、英語を実用的に使うために必要な文法と構文の解

　　説を行い、それらの構文を実際に使えるように覚え、練習をしま

　　す。授業では、海外旅行等に行った際に必須となる言い回しから日

　　本文化を紹介する文等、みなさんにとって比較的身近な題材を用い

　　て学んでいきます。

【授業における到達目標】

　　　基礎的な構文に関係する文法の解説を行い、それらの構文を繰り

　　返し演習し、実際に使えるようになることを目標とします。その上

　　で、国際的視野と研鑽力の育成をも目指します。

【授業の内容】

　　1.  オリエンテーション：授業の進め方・学習方法等の説明

　　2.  文①：主部・述部

　　3.  文②：目的語・補語

　　4.  文型①：S＋V

　　5.  文型②：S＋V＋C

　　6.  文型③：S＋V＋O

　　7.  文型④：S＋V＋O＋O

　　8.  文型⑤：S＋V＋O＋C

　　9.  品詞

　　10. 句と節

　　11. 文の種類と肯定・否定文

　　12. 平叙文

　　13. 疑問文

　　14. 単文・複文

　　15. まとめ

　　

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の学習範囲に目を通し、各構文の文法と日本語訳

　　　を書いてくること。（学修時間は週２時間）

　　【事後学修】授業で学んだ内容を理解し、構文を暗記する。（学修

　　　時間は２時間）

【テキスト・教材】

　　　プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　定期試験は行わず、毎回の授業において小テスト等を実施する。

　　　平常点25％、小テスト等75％として総合評価を行う。

【参考書】

　　　必要に応じて呈示する。

【注意事項】

　　　第一回目の授業の際に、各授業後の勉強の仕方等を詳しく解説す

　　　る。そのため、履修希望者はできるだけ出席してほしい。
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ＲｅａｄｉｎｇＣ

　　

猪又　久夫

２年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　平易な構文で書かれている英文エッセイを読みながら英語読解能

　　力を基礎から向上することを目指します。授業では、地球温暖化・

　　人口過剰・技術革新・現代芸術など現代にかかわる多岐にわたるト

　　ピックを教材として用います。それゆえ、さまざまな分野で使われ

　　ている多種多様な英語表現・語彙も同時に習得されるはずです。

【授業における到達目標】

　　　世界の社会や文化事象を表現した英語を学ぶことを通し、現代世

　　界に対する幅広い視点を獲得することを第一の目標とし、その視点

　　から日本に対する新しい見方ができるようになることを第二の目標

　　とする。

　　　授業内で扱う多様な分野においては、多くの偉人たちが登場す

　　る。その人物たちがその生涯でどのようにして自己研鑽力を獲得

　　し、自らの進路を切り開き、リーダーシップを発揮していったかを

　　深く理解するならば、学生諸君自らが社会進出した時の強力な指針

　　となるはずです。

【授業の内容】

　　１．オリエンテーション

　　　　　Ethenic Stereotypes

　　２．Endangered Species Giant Pandas

　　３．Endangered Species The West lndian Manatee

　　４．Modern Masters of Art

　　５．Champions of Peace

　　６．Myspace and Wikipedia

　　７．Champions of Charity Bill Gates and Warren

　　　　　Buffett

　　８．Global Warming

　　９．Polar Bears on Thin lce

　　10．Overpopulation

　　11．An Era of Adoption

　　12．Are Diamond Really a Girl’s Best Friend

　　13．Gambling around the Globe

　　14．Obesity

　　15．まとめ・授業の総括

【事前・事後学修】

　　　予習・復習用のプリントを配付します。授業の前後に必ずチェッ

　　クすること。（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　　渡辺節子他著『A World of Change on the Web 変貌する世界』

　　（南雲堂） 1,300円＋税　2008年

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　配分基準：定期試験85％、平常点（授業態度、課題提出）15％

　　定期試験結果は授業最終回でフィードバックを行う。

　　

【注意事項】

　　　授業には必ず英和辞典を持参すること。

　　　受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）

　
ＲｅａｄｉｎｇＣ

　英語の語順で理解しよう：速読へのステップ　

霜田　敦子

２年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　これまで養ってきた語彙力・文法力を駆使して英文を意味のまと

　　まり（チャンク）で区切って読み、英語の語順で理解するスキル

　　「フレーズ・リーディング」を習得し英語の長文読解力養成を目標

　　とします。

　　　フレーズ・リーディングでは、英文を読むときに意味のまとまり

　　ごとに理解していきます。フレーズごとにスラッシュを入れ意味を

　　確認していくことで、英語の語順で文章を素早く読むことができ、

　　また、句や節のかたまりを意識することで文法構造も理解しやすく

　　なります。また、言語は音を伴って初めて言語として機能します。

　　授業では、黙読による速読に加えoverlapping やshadowingを練習

　　します。

　　　授業では各課の英文（about 400 words）を3回速読し、WPM（

　　Words per Minute）を計り自分の読みを分析します。この演習に真

　　摯に取り組むことで、英文読解に慣れ自信をつけます。

【授業における到達目標】

　　・英語長文を速読の技術を使って直読直解できるようになる。

　　・ディプロマ・ポリシーの中で特に、学修を通して自己成長する

　　　力「研鑽力」を修得する。

【授業の内容】

　　第1週　オリエンテーション：授業の進めかた,評価基準,事前

　　　　　 事後学習,授業中の注意の確認。Unit1 Extreme ...(1)

　　第2週　Unit 1 Extreme Ironing (2)

　　第3週  Unit 2 Food and Culture (1)

　　第4週  Unit 2 Food and CUlture (2)

　　第5週  Unit 3 Life after Death (1)

　　第6週  Unit 3 Life after Death (2)

　　第7週  Review：理解度の確認

　　第8週  Unit 4 Addicted to the Mall (1)

　　第9週　Unit 4 Addicted to the Mall (2)

　　第10週 Unit 5 The Working Poor (1)

　　第11週 Unit 5 The Working Poor (2)

　　第12週 Unit 6 A Child Hero (1)

　　第13週 Unit 6 A Child Hero (2)

　　第14週 Review:理解度の確認

　　第15週 総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】指定された箇所の予習とプリント課題を完成させる

　　　　　こと（学修時間　週１時間）

　　【事後学修】小テストの課題に取り組むこと。Overlapping と

　　　　　shadowingを指定された回数行うこと。(学修時間週１時間)

【テキスト・教材】

　　　　田村朋子他　『Phrase Reading』(センゲージ・ラーニン

　　　　グ 2009年）1，800円+税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　　小テスト 10%,和訳プリント 20％,音読テスト 10%,WPM記録

　　　　表 5%,定期試験（2回）50%,平常点（授業態度）5％

　　　　小テスト、音読テストはテスト後、試験結果は次回授業で

　　　　フィードバックを行う。

【注意事項】

　　・辞書必携。必ず紙辞書か電子辞書を持参すること。授業中スマ

　　　ホによる辞書検索は禁止。自動翻訳による和訳は受け取らない

　　・事前・事後学修をおろそかにしないこと。

　　・理由のない欠席、遅刻はしないこと。

　　・授業中のスマートホン、タブレットの使用は禁止。必ず電源を

　　　切りカバンにしまうこと。

　　・受講人数制限40名（制限を超えた場合、抽選）
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ＲｅａｄｉｎｇＤ

　　

猪又　久夫

２年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　「一つひとつの単語の意味はわかる。構文も把握している。しか

　　しながら、文が何を意味しているのかさっぱり理解できない。」と

　　いうような悩みをもっていませんか。その理由はさまざまです。基

　　本的な読解技法の欠如、読解経験不足などが真っ先に挙げられるで

　　しょうが、日本人と英米人のもつ文化や伝統の大きな相違への理解

　　欠如も無視できません。授業では、基本的英文読解能力の向上を図

　　るのみならず、絶えず英米人の思考法・価値観等にも目も向け、英

　　語圏の文化・伝統に慣れ親しめるようになることを目指します。リ

　　ーディング素材としては、イギリスの小説家Graham　Greeneの短編

　　小説を使用します。 彼の小説は、‘serious’（まじめ）なものと

　　‘entertainments’（娯楽）ものに大別できます。授業では後者の

　　ものを選び、くつろいだ気分で授業を進める予定です。　

【授業における到達目標】

　　　イギリス小説の読解を通し、小説の鑑賞能力の向上を第一の目標

　　とし、同一テーマに対する文学的表現と映像的表現との差異が明確

　　に理解できるようになることを第二の目標とする。小説はある意味

　　社会を映し出す鏡です。外国の小説の読解・鑑賞を通して日本と世

　　界との間に横たわる世界観・人生観・美意識などの相違が深く自覚

　　されるようになります。その結果、多様なる価値観の存在を知って

　　いれば、学生諸君が社会進出した際、相互理解・相互尊重の精神に

　　基づき自己の能力を十全に発揮し行動できるはずです。

【授業の内容】

　　　１．ガイダンス　授業の進め方。評価方法の説明。

　　　２．The innocent Part１の読解（４６ページ前半）

　　　３．The innocent Part２の読解（4６ページ後半）

　　　４．The innocent Part３の読解（4７ページ前半）

　　　５．The innocent Part４の読解（４７ページ後半）

　　　６．The innocent Part５の読解（４８ページ）

　　　７．The innocent Part６の読解（４９ページ）

　　　８．The innocent Part７の読解（５０ページ）

　　　９．The innocent Part８の読解（５１ページ）

　　　10．The innocent Part９の読解（５２ページ）

　　　11．The Third Man Part１前半の読解（306ページ・その箇

　　　　　所のDVD視聴）

　　　12．The Third Man Part１後半の読解（307ページ・その箇

　　　　　所のDVD視聴）

　　　13．The Third Man Part17前半の読解（380ページ・その箇

　　　　　所のDVD視聴）

　　　14．The Third Man Part17後半の読解（381ページ・その箇

　　　　　所のDVD視聴）

　　　15．まとめ・授業の総括

【事前・事後学修】

　　　予習・復習用のプリントを配布します。授業の前後に必ずチェッ

　　クすること。事前学修には単語・文法に関するプリントを利用し和

　　訳を試み、事後学修には模範訳を参考に自らの訳との差異を確認す

　　ること。事前学修・事後学修にはそれぞれ少なくとも１時間ずつか

　　けることを要す。

【テキスト・教材】

　　　Graham Greene『The Basement Room ＆ Other Stories堕ちた偶

　　像』（南雲堂）1,500円＋税　1953年

　　　The Third Manに関する資料は授業内に配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　配分基準：定期試験85％、平常点（授業態度、課題提出）15％

　　試験結果は授業最終回でフィードバックを行う。

【注意事項】

　　　大小は問わず、英語辞典を必ず授業に持参すること。

　　　受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）

　
ＲｅａｄｉｎｇＤ

　英語の語順で理解しよう：速読へのステップ　

霜田　敦子

２年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　これまで養ってきた語彙力・文法力を駆使して、英文を意味のま

　　とまり（チャンク）で区切って読み、英語の語順で理解するスキル

　　「フレーズ・リーディング」を習得し英語の長文読解力養成を目標

　　とします。

　　　フレーズ・リーディングでは、英文を読むときに意味のまとまり

　　ごとに理解していきます。フレーズごとにスラッシュを入れ意味を

　　確認していくことで、英語の語順で文章を素早く読むことができ、

　　また、句や節のかたまりを意識することで文法構造も理解しやすく

　　なります。また、言語は音を伴って初めて言語として機能します。

　　授業では各課の英文（about 400 words）を3回速読し、WPM（Words

　　 per Minute）を計り自分の読みを分析します。この演習に真摯に

　　取り組むことで、英文読解に慣れ自信をつけます。

【授業における到達目標】

　　・英語長文を速読の技術を使って直読直解できるようになる。

　　・ディプロマ・ポリシーの中で特に、学修を通して自己成長する力

　　「研鑽力」を修得する。

【授業の内容】

　　第1週　オリエンテーション：授業の進めかた,評価基準,事前事

　　　　　 後学習,授業中の注意の確認。Unit 7 Don't Be .. (1)

　　第2週　Unit 7 Don't Be Fooled Again (2)

　　第3週　Unit 8 The Government Depertment of Dating and ..(1)

　　第4週  Unit 8 The Government Department of Dating and ..(2)

　　第5週  Unit 9  Undercover Marketing (1)

　　第6週  Unit 9  Undercover Marketing (2)

　　第7週  Review: 理解度の確認

　　第8週  Unit 10 A Healthy Diet for Everyone (1)

　　第9週  Unit 10 A Healthy Diet for Everyone (2)

　　第10週 Unit 11 Anger around the World (1)

　　第11週 Unit 11 Anger around the World (2)

　　第12週 Unit 12 Online Dating Goes Mainstream (1)

　　第13週 Unit 12 Online Dating Goes Mainstream (2)

　　第14週 Review: 理解度の確認

　　第15週 総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】指定された箇所の予習とプリント課題を完成させる

　　      こと。（学修時間　週1時間）

　　【事後学修】小テストの課題に取り組むこと。Overlappingと

　　　　　shadowingを指定された回数行うこと。(学修時間週1時間）

【テキスト・教材】

　　　　田村朋子他　『Phrase Reading』 （センゲージ・ラーニン

　　　　グ 2009年）1，800円＋税

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　　小テスト10%, 和訳プリント 20%, 音読テスト 10%, WPM記録

　　　　表 5%, 定期試験（2回）50%, 平常点（授業態度）5%

　　　　小テスト、音読テストはテスト後、試験結果は次回授業で

　　　　フィードバックを行う。

【注意事項】

　　・辞書必携。必ず紙辞書か電子辞書を持参すること。授業中はス

　　　マホによる辞書検索は禁止。自動翻訳による和訳は受け取らな

　　　い。

　　・事前・事後学修をおろそかにしないこと。

　　・理由のない欠席・遅刻はしないこと。

　　・授業中のスマートホン、タブレットの使用は禁止。必ず電源を

　　　切りカバンにしまうこと。

　　・受講人数制限40名（制限を超えた場合、抽選）
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ＬｉｓｔｅｎｉｎｇＣ

　　

田丸　由美子

２年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　英米の映画を教材として使用することで「教科書英語」ではない

　　生の英語に触れていきます。

【授業における到達目標】

　　　台詞の聞き取り練習や、登場人物になりきって台詞を言う練習を

　　繰り返すことでリスニング能力を高めることを目標とします。

　　　学生が修得すべき「研鑽力」のうち、学ぶ愉しみを知り、生涯に

　　わたって知を探求する姿勢を修得します。

【授業の内容】

　　第１週  授業の内容・予定の説明

　　第２週 『チャーリーズ・エンジェル』（1）気軽な挨拶

　　第３週 『チャーリーズ・エンジェル』（2）初対面の人への挨拶

　　第４週 『チャーリーズ・エンジェル』（3）別れるときの挨拶

　　第５週 『チャーリーズ・エンジェル』（4）お礼の言い方と返答

　　第６週 『チャーリーズ・エンジェル』（5）謝るときの表現とその

　　返答

　　第７週 『リアリティ・バイツ』（1）依頼の表現

　　第８週 『リアリティ・バイツ』（2）承諾するときの表現

　　第９週 『リアリティ・バイツ』（3）具体例の聞き方

　　第10週 『リアリティ・バイツ』（4）許可を求めるときの表現

　　第11週 『リアリティ・バイツ』（5）提案するときの表現

　　第12週 『恋人までの距離』（1）ものをすすめるときの表現

　　第13週 『恋人までの距離』（2）前置き表現

　　第14週 『恋人までの距離』（3）丁寧な表現

　　第15週 『恋人までの距離』（4）カジュアルな表現

【事前・事後学修】

　　　【事前学修】毎回、授業のはじめに聞き取りテストを行います。

　　前の週の授業で範囲になっていた部分の音声をよく聞いて、しっ

　　かり準備してきて下さい（学修時間　週１時間）。

　　　【事後学修】その日に学習した表現はその日のうちに必ず覚える

　　ようにしてください（学修時間　週１時間）。

【テキスト・教材】

　　　Communicative English through Screenplays（2）2,415円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　期末試験（50％）、聞き取りテスト（25％）、提出物（15％）、

　　発音練習（10％）。聞き取りテストと発音練習は毎回授業の最後

　　に、提出物は次回授業時に、期末試験の結果は授業最終回にフィー

　　ドバックを行います。

【注意事項】

　　　「ListeningC」ではテキストの前半部分だけしか使用しません。

　　後期に「ListeningD」を履修すると、残りの後半部分を使うので、

　　後期に「ListeningD」を履修することをおすすめします。

　　　受講人数制限（35名）があります。制限人数を超えた場合、抽選

　　となります。

　
ＬｉｓｔｅｎｉｎｇＣ

　―話せれば聴ける！―

栗本　孝子

２年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　英語のリスニングは苦手だという人がたくさんいます。大学入試や

　　英検やTOEICなどのリスニング問題がまったく聞き取れなかったの

　　に、文字にしてみると全部知っている単語で「なあんだ、簡単じゃ

　　ないか！」と腹立たしく思った経験はありませんか？それではなぜ

　　うまく聞き取れないのでしょうか？その原因のひとつは、「あなた

　　の思っている発音が英語のネイティブの発音と違っている」からな

　　のです。本講座では英語ネイティブの「母音」の発音を聞き取れる

　　ようにします。発音とリスニングの練習をすることで英語と日本語

　　の母音の違いを知りましょう。そして正しく美しい英語の母音を発

　　音できるようにします。そうです、「話せれば聴ける！」のです。

【授業における到達目標】

　　・辞書の発音記号を正しく読むことができるようになる。

　　・日本語と英語の母音発音の相違を認識できる。

　　・英語ネイティブによる音声を聞き、単語のDictation（書き取り

　　）ができるようになる。

　　・正しい英語発音を身につけることで世界中の人々の英語を聞き取

　　る力がつき、そのための努力を通して修得すべきディプロマ・ポリ

　　シーの「国際的視野」を広げようとする「研鑽力」を磨くことがで

　　きる。

　　・言語は文化のひとつ。日本の文化と英語圏の文化の相違点を言語

　　と発音の違いを通して客観的に認識する力を修得する。

【授業の内容】

　　第１週　講座説明（発音記号ってなに？）

　　第２週　カタカナ英語に気をつけろ！

　　第３週　母音１（赤の他人です！）　

　　第４週　母音２（はい、絵です！）

　　第５週　母音３（アの仲間、集合！）

　　第６週　母音４（メールじゃないよ、メイルだよ！）

　　第７週　母音５（C の反転、どんな音？）

　　第８週　母音６（ウーの口はどんな形？）

　　第９週　母音７（二重母音ってなに？）

　　第10週　母音８（e の逆立ち、どんな音？）

　　第11週　母音９（母音のアールの勢揃い）

　　第12週　母音10（ラッパ口とアール舌）

　　第13週　英語と米語はここが違う！

　　第14週　母音のアールが消える？

　　第15週　総まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：次週に学ぶ教科書のページを指定しますので、そのペー

　　ジに出ている英単語をすべて辞書で引いて意味と発音記号を調べ、

　　ノートに整理しておくこと。（学修時間　週１時間）

　　事後学修：その週に習った母音のCDを繰り返し聞いて声に出して練

　　習しておくこと。（学修時間　毎日10分）

　　（１）辞書、手鏡、配布プリントは毎授業に持参すること。

　　（２）毎週、母音発音記号の課題があります。次週に授業内で発表

　　（ホワイドボードに書き、正しく発音する）してもらいます。

【テキスト・教材】

　　・テキスト：栗本孝子『３万人の心をつかんだ栗本先生が教える英

　　語発音』（ダイエックス出版　2011年）1,800円＋税

　　・その他の教材：リスニング練習プリントを毎週配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・平常点（毎週課題を発表）20％

　　・クラス内期末テスト80％

　　・課題発表は授業内に、期末テストは最終授業回にフィードバック

　　を行います。

【注意事項】

　　・受講人数制限35名（制限人数を超えた場合、抽選）
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ＬｉｓｔｅｎｉｎｇＤ

　　

田丸　由美子

２年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　英米の映画を教材として使用することで「教科書英語」ではない

　　生の英語に触れていきます。

【授業における到達目標】

　　　台詞の聞き取り練習や、登場人物になりきって台詞を言う練習を

　　繰り返すことでリスニング能力を高めることを目標とします。

　　　学生が修得すべき「研鑽力」のうち、学ぶ愉しみを知り、生涯に

　　わたって知を探求する姿勢を修得します。

【授業の内容】

　　第１週  授業の内容・予定の説明

　　第２週 『僕たちのアナ・バナナ』（1）語彙力アップトレーニン

　　グ

　　第３週 『僕たちのアナ・バナナ』（2）よく使う表現を覚える

　　第４週 『僕たちのアナ・バナナ』（3）よく使う表現を使ってみ

　　る

　　第５週 『僕たちのアナ・バナナ』（4）基本的な文法事項の確認

　　第６週 『僕たちのアナ・バナナ』（5） スクリプトを読みながら

　　聞く練習

　　第７週 『魅せられて』（1）ディクテーションの練習

　　第８週 『魅せられて』（2）正しい発音を習得する

　　第９週 『魅せられて』（3）物真似するように発音する練習

　　第10週 『魅せられて』（4）感情移入しながら発音する練習

　　第11週 『魅せられて』（5）登場人物になりきって発音する練習

　　第12週 『シェルタリング・スカイ』（1）スクリプトありで単文を

　　発音する練習

　　第13週 『シェルタリング・スカイ』（2）スクリプトなしで単文を

　　発音する練習

　　第14週 『シェルタリング・スカイ』（3）スクリプトありで長文を

　　発音する練習

　　第15週 『シェルタリング・スカイ』（4）スクリプトなしで長文を

　　発音する練習

【事前・事後学修】

　　　【事前学修】毎回、授業のはじめに聞き取りテストを行います。

　　前の週の授業で範囲になっていた部分の音声をよく聞いて、しっ

　　かり準備してきて下さい（学修時間　週１時間）。

　　　【事後学修】その日に学習した表現はその日のうちに必ず覚える

　　ようにしてください（学修時間　週１時間）。

【テキスト・教材】

　　　Communicative English through Screenplays（2）（DTP出版）

　　2,415円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　期末試験（50％）、聞き取りテスト（25％）、提出物（15％）、

　　発音練習（10％）。聞き取りテストと発音練習は毎回授業の最後

　　に、提出物は次回授業時に、期末試験の結果は授業最終回にフィー

　　ドバックを行います。

【注意事項】

　　　「ListeningD」ではテキストの後半部分だけしか使用しません。

　　前期に「ListeningC」を履修していた方は、テキストを通して使用

　　できるので、後期にこの「ListeningD」を履修することをおすすめ

　　します。

　　　受講人数制限（35名）があります。制限人数を超えた場合、抽選

　　となります。

　
ＬｉｓｔｅｎｉｎｇＤ

　　

栗本　孝子

２年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力

【授業のテーマ】

　　　「Listening C」では英語と日本語の「母音」の特徴や違いを学

　　びました。この講座では英語の「子音」を聞き取る練習をします。

　　　母音と違って英語の子音には日本語に存在しない音がたくさん含

　　まれています。ですから、聞き取りも私たちにはとても難しいので

　　す。でも、大丈夫。英語子音の特徴を知り、意識してリスニング練

　　習を繰り返し、自分でも発音できるようにすることで、楽に聞き分

　　けられるようになります。

　　　日本人が英語のリスニングが苦手な理由のひとつは「英語特有の

　　リズムに慣れていないこと」です。この講座では、英語のリズムを

　　自分で体得することで英文を正しく聞き取り、内容を理解できるよ

　　うにします。

【授業における到達目標】

　　・日本語に存在しない英語子音を正しく発音できるようになる。

　　・英語発音の特徴を知り、英語特有のリズムを体得できる。

　　・単語レベルの発音記号を自分で書くことができるようになる。

　　・正しく美しい英語発音を身につけることで世界中の人々の英語を

　　聞き取ることができる。そのための努力を通して「国際的視野」を

　　広げる「研鑽力」を磨くことができる。

　　・英語という異文化を学ぶ愉しみを発見する「能力」が培われ、英

　　語の「音」の持つおもしろさを知れば知るほど、自分から進んで学

　　ぼうとする意欲が湧いてくる。

【授業の内容】

　　第１週　講座説明（母音と子音との違い）

　　第２週　無声音と有声音

　　第３週　カタカナ英語に気をつけろ！

　　第４週　子音１（破裂音のペア集合！）

　　第５週　子音２（摩擦音のペア集合）

　　第６週　子音３（破擦音のペア！）

　　第７週　子音４（日本人が間違える音－１「シート」）

　　第８週　子音５（日本人が間違える音－２「チップ」）

　　第９週　子音６（日本人が間違える音－３「クローズ」）

　　第10週　子音７（日本人が間違える音－４「イヤー」）

　　第11週　子音８（日本人が間違える音－５「ファイト」）

　　第12週　子音９（鼻音３兄弟）

　　第13週　子音10（２種類のエル）

　　第14週　世界のいろいろな英語を聴き取る

　　第15週　総まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：次回の授業のために指定された教科書のページに出てい

　　る英単語の意味と発音記号をすべて辞書で引き、ノートに整理して

　　おくこと。（学修時間　週１時間）

　　事後学修：その週に習った子音のCDを繰り返し聞いて声に出して練

　　習すること。（学修時間　毎日10分）

　　・辞書、手鏡、配布プリントは毎週授業に持参すること。

　　・毎週、子音の発音記号の課題があります。次週の授業で発表（ホ

　　ワイトボードに書き、正しく発音する）してもらいます。

【テキスト・教材】

　　・テキスト：栗本孝子『３万人の心をつかんだ栗本先生が教える英

　　語発音』（ダイエックス出版　2011年）1,800円＋税

　　・その他の教材：リスニング練習プリントを毎週配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・平常点（毎週課題を発表）20％

　　・クラス内期末テスト80％

　　・課題発表は次週の授業内に、期末テストは最終授業回にフィード

　　バックを行います。

【注意事項】

　　・受講人数制限35名（制限人数を超えた場合、抽選）
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ＷｏｒｋｓｈｏｐＡ

　　

三田　薫

１年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、毎時間スカイプを使用して、海外の人と25分間英

　　会話をします。

　　　英語を話せるようになるためには、英文法や単語を学習すると同

　　時に、実際に話す機会を十分に確保すること、そして話す内容や表

　　現を普段からストックしておくことが大切です。

　　　この授業では自分のことを英語で語る「雑談英語力」を習得しま

　　す。英語で雑談する力は、近年日本企業もその重要性に気づき始め

　　ています。TOEICで高得点であるだけでは、ビジネスを成功させる

　　ことには必ずしもつながらないということが見えてきたのです。

　　　授業では毎時間指定されたトピックについて、テキストの例文を

　　参考にしながら自分のことを伝える英語を作り上げ、その内容につ

　　いて実際にフィリピン人講師と話します。

　　　スカイプ英会話は英語学習の有効な手段ですが、自分一人で始め

　　るのはなかなか勇気がいることです。授業では、その不安を取り除

　　き、リラックスして会話に参加できるようサポートしていきます。

　　　この授業でスカイプ英会話に慣れて、グローバル社会で役に立つ

　　コミュニケ―ション力を高めていきましょう。短期研修や短期留学

　　への参加を考えている学生には、受講を強くお勧めます。

【授業における到達目標】

　　　この科目の到達目標は、毎時間外国人講師と1対1の英会話を行う

　　ことにより、英会話力を高めることです。さらに国際的視野、特に

　　多様な価値観を持つ国内外の人々との交流を通して、相互の理解と

　　協力を築こうとする態度と日本の文化・精神を知り、世界に発信し

　　ようとする態度の育成を目指します。また研鑚力、特に学習成果を

　　実感して、自信を創出することができるようになること、また毎週

　　欠かさずにレッスンを予約して学習に励むことにより行動力、特に

　　目標を設定して、計画を立案・実行できる力の育成を目指します。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　18, 19課（父と母、彼氏と彼女）

　　第３週　20, 21課（親と似ている、親友紹介）

　　第４週　自分で選んだトピック（名前の由来）

　　第５週　22, 23課（親になる、子供のしつけ）

　　第６週　24, 25課（配偶者、理想の結婚生活）

　　第７週　自分で選んだトピック（年齢）

　　第８週　26, 27課（子供、起床時間）

　　第９週　28, 29課（週末、長期休暇）

　　第10週  自分で選んだトピック（出身地）

　　第11週  30, 31課（朝型・夜型、SNS）

　　第12週  32, 33課（趣味、インドア派・アウトドア派）

　　第13週  自分で選んだトピック （身長・体重）

　　第14週　34課, 自分で選んだトピック（内向的・外向的）

　　第15週　自分で選んだトピック（体型）

　　（順番が変更になることがあります。）

　　　TOEFL iBTやIELTS対策の英文を自分で作成して講師と話す準備を

　　することも可能です。

【事前・事後学修】

　　　事前学修：毎回の授業のトピックについて、テキストを参考に10

　　個のダイアログを作り、manaba「レッスン前オンラインレポート」

　　に打ち込み、提出してください。

　　　事後学修：manaba「レッスン後オンラインレポート」に、スカイ

　　プ英会話レッスンで学んだ表現を貼り付けて提出してください。ま

　　た他の学生のレポートにコメントを出してください。

　　（事前・事後合わせて週２時間以上）

【テキスト・教材】

　　　『About Me 第 2 版（英語でスラスラ自分のことが言える本）』

　　（株式会社アスク出版 2014 年）1800 円（税別）

　　　あるいは自分で選んだTOEFL iBTやIELTS対策のテキスト

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レッスン事前事後のオンライン課題提出（50％）、単語学習プロ

　　グラムの達成度（20％）、スカイプ英会話の積極性（30％）

　　毎回のオンラインレポートの課題達成状況や、単語学習プロラムの

　　達成度をフィードバックします。

【注意事項】

　　　受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）

　　　スカイプ英会話サービスを利用するため、受講に1万円以上費用

　　がかかります。費用はパピルスメイトで証紙を購入し、提出してく

　　ださい。同学期に他のスカイプ英会話授業を受講する場合は、重複

　　して費用を支払う必要はありません。なお、Workshop AとWorkshop

　　 Bは同じ曜日にあるため、履修できるのはどちらかのみとします。
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ＷｏｒｋｓｈｏｐＡ

　都市文化研究

大倉　恭輔

１年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　都市はさまざまな部分品から成り立っています。たとえば、オサ

　　レなカフェもそのひとつです。そうして、「ドトール」よりも「ス

　　タバ」でコーヒーを飲む方が気持ちよく感じる自分がいます。

　　　この授業では、そうした都市にまつわるあれやこれやを、受講生

　　各自が身体を動かし五感を澄ますことによって理解していきます。

　　　

【授業における到達目標】

　　　都市文化のしくみと機能について学ぶとともに、受講生相互が、

　　自分の体験を調べ直し比較することで、都市文化についてより深く

　　理解することをめざします。

　　　そうして、互いに協力して作業を進めながら、日本と諸外国の文

　　化のあり方をきちんと把握し、広い視野と深い洞察力を身につける

　　ことが目標です。

【授業の内容】

　　01 はじめに　都市とは何か・文化とは何か

　　02 都市型ライフスタイルの成立と発展 a 消費文化とデパート

　　03 都市型ライフスタイルの成立と発展 b 小林一三と宝塚

　　04 メディアとしての都市 a 渋谷の発展

　　05 メディアとしての都市 b アメリカのストリート文化の成立

　　06 メディアとしての都市 c ホラーと実話怪談

　　07 イメージの中の生活と文化 a 欲望のかたち・幸せのかたち

　　08 イメージの中の生活と文化 b 広告の中の日本と日本人の生活

　　09 歌の中の東京

　　10 歌の中の大阪

　　11 都市の文化と伝統文化の接点：観光文化という視点

　　12 都市を歩く

　　13 都市をみる

　　14 都市を聴く

　　15 まとめ

　　

　　注1 上記は授業内容のリストです。

　　注2 基本的に番号順に講義をしていきますが、学生の理解度や

　　    授業の進行状況にあわせて、内容や順番の入れ替えなどの

　　    変更がおこなわれる場合があります。

【事前・事後学修】

　　・事前学修

　　　事前配付の資料を熟読し、不明な用語などは調べておくこと。

　　　また、資料中に設問がある場合は、回答を準備しておくこと。

　　　（週に2時間以上）

　　・事後学修

　　　授業内容を自分で補足し、きちんとしたノート作成をおこなう

　　　こと。（週に2時間以上）

【テキスト・教材】

　　・教科書は使用しません。

　　・基本的に、manaba 上から資料を事前配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・総合評価：レポート70%・平常点30%（受講態度・ノート作成）

　　　manaba の利用度も平常点に加算されます。

　　・成績については manaba 上でフィードバックする予定です。

【参考書】

　　　適宜、授業の中で紹介します。

【注意事項】

　　・この授業は、自ら身体を動かし調べ、他の受講生とともに学ぶこ

　　　とが主眼です。それができない場合、成績評価は低くなります。

　　・視聴覚教材を利用する際も、必ずノートをとること。

　　・短期大学部規定の標準受講マナーを守ること。

　　　（manaba上に掲示してあります）　　

　
ＷｏｒｋｓｈｏｐＢ

　スカイプ英会話

三田　薫

１年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、毎時間スカイプを使用して、海外の人と25分間英

　　会話をします。

　　　英語を話せるようになるためには、英文法や単語を学習すると同

　　時に、実際に話す機会を十分に確保すること、そして話す内容や表

　　現を普段からストックしておくことが大切です。

　　　この授業では自分のことを英語で語る「雑談英語力」を習得しま

　　す。英語で雑談する力は、近年日本企業もその重要性に気づき始め

　　ています。TOEICで高得点であるだけでは、ビジネスを成功させる

　　ことには必ずしもつながらないということが見えてきたのです。

　　　授業では毎時間指定されたトピックについて、テキストの例文を

　　参考にしながら自分のことを伝える英語を作り上げ、その内容につ

　　いて実際にフィリピン人講師と話します。

　　　スカイプ英会話は英語学習の有効な手段ですが、自分一人で始め

　　るのはなかなか勇気がいることです。授業では、その不安を取り除

　　き、リラックスして会話に参加できるようサポートしていきます。

　　　この授業でスカイプ英会話に慣れて、グローバル社会で役に立つ

　　コミュニケ―ション力を高めていきましょう。短期研修や短期留学

　　への参加を考えている学生には、受講を強くお勧めます。

【授業における到達目標】

　　　この科目の到達目標は、毎時間外国人講師と1対1の英会話を行う

　　ことにより、英会話力を高めることです。その上で国際的視野、特

　　に多様な価値観を持つ国内外の人々との交流を通して、相互の理解

　　と協力を築こうとする態度と、日本の文化・精神を知り、世界に発

　　信しようとする態度の育成を目指します。また研鑚力、特に学習成

　　果を実感して、自信を創出することができるようになること、また

　　毎週欠かさずにレッスンを予約して学習に励むことにより行動力、

　　特に目標を設定して、計画を立案・実行できる力の育成を目指しま

　　す。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　35, 36課（今の目標、退職後）

　　第３週　37, 38課（平日の過ごし方、朝食メニュー）

　　第４週　自分で選んだトピック（感動したこと）

　　第５週　39, 40課（自家用車、生活に満足）

　　第６週　41, 42課（今の習慣、好きなスポーツ）

　　第７週　自分で選んだトピック（悲しかったこと）

　　第８週　43, 44課（好きなテレビ番組、好きな映画）

　　第９週　45, 46課（好きな音楽、好きな本）

　　第10週  自分で選んだトピック（自分の夢）

　　第11週  47, 48課（楽器演奏、コレクション）

　　第12週  49, 50課（ネットショッピング、好きなタイプ）

　　第13週  自分で選んだトピック（将来の理想像）

　　第14週　51課, 自分で選んだトピック（ボランティア活動）

　　第15週　自分で選んだトピック（兄弟）

　　（順番が変更になることがあります。）

　　　TOEFL iBTやIELTS対策の英文を自分で作成して講師と話す準備を

　　することも可能です。

【事前・事後学修】

　　　事前学修：毎回の授業のトピックについて、テキストを参考に10

　　個のダイアログを作り、manaba「レッスン前オンラインレポート」

　　に打ち込み、提出してください。

　　　事後学修：manaba「レッスン後オンラインレポート」に、スカイ

　　プ英会話レッスンで学んだ表現を貼り付けて提出してください。ま

　　た他の学生のレポートにコメントを出してください。（事前・事後

　　合わせて週2時間以上）
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　 【テキスト・教材】

　　　『About Me 第 2 版（英語でスラスラ自分のことが言える本）』

　　　（株式会社アスク出版 2014 年）1800 円（税別）

　　あるいは自分で選んだTOEFL iBTやIELTS対策のテキスト

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レッスン事前事後のオンライン課題提出（50％）、単語学習プロ

　　グラムの達成度（20％）、スカイプ英会話の積極性（30％）毎回の

　　オンラインレポートの課題達成状況や、単語学習プロラムの達成度

　　をフィードバックします。

【注意事項】

　　　受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）

　　　スカイプ英会話サービスを利用するため、受講に1万円以上費用

　　がかかります。費用はパピルスメイトで証紙を購入し、提出してく

　　ださい。同学期に他のスカイプ英会話授業を受講する場合は、重複

　　して費用を支払う必要はありません。なお、Workshop AとWorkshop

　　 Bは同じ曜日にあるため、履修できるのはどちらかのみとします。

　
ＷｏｒｋｓｈｏｐＣ

　　

三田　薫

１年　前期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　 この授業では、毎時間スカイプを使用して、海外の人と25分間英

　　会話をします。

　　　英語を話せるようになるためには、英文法や単語を学習すると同

　　時に、実際に話す機会を十分に確保すること、そして話す内容や表

　　現を普段からストックしておくことが大切です。

　　　この授業では自分のことを英語で語る「雑談英語力」を習得しま

　　す。英語で雑談する力は、近年日本企業もその重要性に気づき始め

　　ています。TOEICで高得点であるだけでは、ビジネスを成功させる

　　ことには必ずしもつながらないということが見えてきたのです。

　　　授業では毎時間指定されたトピックについて、テキストの例文を

　　参考にしながら自分のことを伝える英語を作り上げ、その内容につ

　　いて実際にフィリピン人講師と話します。

　　　スカイプ英会話は英語学習の有効な手段ですが、自分一人で始め

　　るのはなかなか勇気がいることです。授業では、その不安を取り除

　　き、リラックスして会話に参加できるようサポートしていきます。

　　　この授業でスカイプ英会話に慣れて、グローバル社会で役に立つ

　　コミュニケ―ション力を高めていきましょう。短期研修や短期留学

　　への参加を考えている学生には、受講を強くお勧めます。

【授業における到達目標】

　　　この科目の到達目標は、毎時間外国人講師と1対1の英会話を行う

　　ことにより、英会話力を高めることです。その上で国際的視野、特

　　に多様な価値観を持つ国内外の人々との交流を通して、相互の理解

　　と協力を築こうとする態度と日本の文化・精神を知り、世界に発信

　　しようとする態度の育成を目指します。また研鑚力、特に学習成果

　　を実感して、自信を創出することができるようになること、また毎

　　週欠かさずにレッスンを予約して学習に励むことにより行動力、特

　　に目標を設定して、計画を立案・実行できる力の育成を目指しま

　　す。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　52, 53課（特技、好きな言葉）

　　第３週　54, 55課（好きな街、あこがれの人）

　　第４週　自分で選んだトピック（父の紹介）

　　第５週　56, 57課（旅行、勤務時間）

　　第６週　58, 59課（業界、会社）

　　第７週　自分で選んだトピック（祖父母の紹介）

　　第８週　60, 61課（仕事内容、上司との関係）

　　第９週　62, 63課（仕事の満足感、自分の成長）

　　第10週  自分で選んだトピック（ペット）

　　第11週  64, 65課（職場を選んだ理由、会社の場所）

　　第12週  66, 67課（通勤、大学の専攻）

　　第13週  自分で選んだトピック（家族と会う）

　　第14週　68課, 自分で選んだトピック（クラブ参加）

　　第15週　自分で選んだトピック（親のしつけ）

　　（順番が変更になることがあります。）

　　　

　　　TOEFL iBTやIELTS対策の英文を自分で作成して講師と話す準備を

　　することも可能です。

【事前・事後学修】

　　　事前学修：毎回の授業のトピックについて、テキストを参考に10

　　個のダイアログを作り、manaba「レッスン前オンラインレポート」

　　に打ち込み、提出してください。

　　　事後学修：manaba「レッスン後オンラインレポート」に、スカイ

　　プ英会話レッスンで学んだ表現を貼り付けて提出してください。ま

　　た他の学生のレポートにコメントを出してください。（事前・事後

　　合わせて週2時間以上）
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　 【テキスト・教材】

　　　『About Me 第 2 版（英語でスラスラ自分のことが言える本）』

　　（株式会社アスク出版 2014 年）1800 円（税別）

　　あるいは自分で選んだTOEFL iBTやIELTS対策のテキスト

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レッスン事前事後のオンライン課題提出（50％）、単語学習プロ

　　グラムの達成度（20％）、スカイプ英会話の積極性（30％）

　　毎回のオンラインレポートの課題達成状況や、単語学習プロラムの

　　達成度をフィードバックします。

【注意事項】

　　　受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）

　　　スカイプ英会話サービスを利用するため、受講に1万円以上費用

　　がかかります。費用はパピルスメイトで証紙を購入し、提出してく

　　ださい。同学期に他のスカイプ英会話授業を受講する場合は、重複

　　して費用を支払う必要はありません。

　
ＷｏｒｋｓｈｏｐＤ

　Workshop D

バールドウィン，デイヴィッド・Ｂ

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野、○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　This is a limited enrollment discussion class providing

　　real discussion opportunities and themes with a focus

　　on individual attention. The main objective of the course

　　will be communicative competence. Reading and

　　writing will be implemented for each preparation stage.

　　Students finishing this course will have improved skills

　　in communication ability including knowledge of

　　synonyms, antonyms, idioms, expressions, slang and

　　metaphors. Students will gain the experience of speaking

　　in pairs, groups and to an audience.

【授業における到達目標】

　　By the end of the term students will better understand

　　international viewpoints and know how to actively

　　participate in conversations.

　　They will pursue the beauty of English

　　in an engaging manner.

【授業の内容】

　　Each theme will be practiced in one class and presented in

　　the next class giving them time to prepare.

　　1. Introduction to class procedures and basic communication

　　   practices

　　2. Self introductions & jobs

　　3. Jobs discussion & Homes

　　4. Discussion and Homes

　　5. Discussion & Manners

　　6. Discussion & Manners

　　7. Catch up & Free discussion

　　8. Instructional presentations

　　9. Instructional presentations

　　10. Discussion & Travel

　　11. Discussion & Travel

　　12. Discussion & News Reports

　　13. Presentation of News Reports

　　14. Final Presentation Pairs

　　15. Presentations & catch up

【事前・事後学修】

　　Check online for a list of possible questions on these

　　topics at <eslconversationquestions.com>

　　and <iteslj.org/>

　　

　　Prepare a topic you know about to teach the class.

【テキスト・教材】

　　All materials will be provided by the instructor

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　Participation and preparation 50%

　　Discussions pair and group 25%

　　Presentation 25%

　　5+ absences = fail (Come to every class for the best

　　experience)

【参考書】

　　Bring these to every class:

　　Pen/pencil/ruler

　　B5 notebook

　　Clear file for handouts

　　Smartphone (to be kept in your bag until needed)

　　Dictionary
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　 【注意事項】

　　Do not hesitate to take the class if you are not talkative.

　　There are many ways to take part in discussions than

　　being loquacious. You will learn these skills in class.

　　Keep in mind that you will be graded on participation,

　　so a minimal amount of talking is required.

　　饒舌家になる必要はありません。話し好きでなくて

　　もこのクラスを取ることでディスカッションに参加

　　する様々な技術と方法を学ぶことができます.

　
ＷｏｒｋｓｈｏｐＤ

　マーケティング

大倉　恭輔

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　マーケティングは、企業や会社が利益を上げるための活動だと思

　　われています。けれど、今日、マーケティングは非営利組織の運営

　　にもかかわる、多様かつ広範囲な活動になっています。

　　　この授業では基本的な考え方をを学びながら、マーケティングが

　　どのようなものであるのかを、グループワークをとおして体感して

　　いきます。

【授業における到達目標】

　　　自分たちの社会や生活において、マーケティングがどのような影

　　響を与えているのかを、受講生どうしで調べまとめる過程で理解す

　　ることをめざします。

　　　そうして、互いに協力して作業を進めながら、日本と諸外国との

　　共通点や相違点を理解・把握し、広い視野と深い洞察力を身につけ

　　ることが目標です。

【授業の内容】

　　01　はじめに

　　02　マーケティングの基本的な考え方

　　03　ターゲット市場の設定

　　04　マーケティング・ミックス

　　05　4つのP … Product / 製品

　　06　4つのP … Price / 価格

　　07　4つのP … Promotion / プロモーション a　広告

　　08　4つのP … Promotion / プロモーション b　販売促進・PR

　　09　4つのP … Place / 流通チャネル

　　10　ブランド a　ブランド構築

　　11　ブランド b　ブランド組織

　　12　マーケティング・リサーチ

　　13　サービス・マーケティング

　　14　ソーシャル・マーケティング

　　15　まとめ

　　

　　注1 上記は授業内容のリストです。

　　注2 基本的に番号順に講義をしていきますが、学生の理解度や授業

　　　　の進行状況にあわせて、順番の入れ替えなどの変更が行われる

　　　　場合があります。

【事前・事後学修】

　　・事前学修

　　　事前配付の資料に目をとおし、設問がある場合、それについて

　　　回答を準備しておくこと。（週2時間以上）

　　・事後学修

　　　授業内容を自分で補足し、きちんとしたノート作成をおこなう

　　　こと。（週2時間以上）

【テキスト・教材】

　　　教科書は使用しません。

　　　基本的に、manaba 上から資料を事前配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　総合評価：レポート70%・平常点30%（受講態度・ノート作成）

　　　manaba の設定や利用の状況も平常点の参考とします。

　　　試験結果については manaba 上でフィードバックする予定です。

【参考書】

　　　適宜、授業の中で紹介します。

【注意事項】

　　・この授業は演習科目であり、自ら体を動かし調べ、他の受講生と

　　　ともに学ぶことが主眼です。

　　　それができない場合、成績評価は低くなることを理解すること。

　　・視聴覚教材を利用する際も、必ずノートテイクをおこなうこと。

　　・短期大学部標準受講マナーを守ること。

　　　（manaba上に掲示してあります）
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ＷｏｒｋｓｈｏｐＥ

　　

三田　薫

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、毎時間スカイプを使用して、海外の人と25分間英

　　会話をします。

　　　英語を話せるようになるためには、英文法や単語を学習すると同

　　時に、実際に話す機会を十分に確保すること、そして話す内容や表

　　現を普段からストックしておくことが大切です。

　　　この授業では自分のことを英語で語る「雑談英語力」を習得しま

　　す。英語で雑談する力は、近年日本企業もその重要性に気づき始め

　　ています。TOEICで高得点であるだけでは、ビジネスを成功させる

　　ことには必ずしもつながらないということが見えてきたのです。

　　　授業では毎時間指定されたトピックについて、テキストの例文を

　　参考にしながら自分のことを伝える英語を作り上げ、その内容につ

　　いて実際にフィリピン人講師と話します。

　　　スカイプ英会話は英語学習の有効な手段ですが、自分一人で始め

　　るのはなかなか勇気がいることです。授業では、その不安を取り除

　　き、リラックスして会話に参加できるようサポートしていきます。

　　　この授業でスカイプ英会話に慣れて、グローバル社会で役に立つ

　　コミュニケ―ション力を高めていきましょう。短期研修や短期留学

　　への参加を考えている学生には、受講を強くお勧めます。

【授業における到達目標】

　　　この科目の到達目標は、毎時間外国人講師と1対1の英会話を行う

　　ことにより、英会話力を高めることです。さらに国際的視野、特に

　　多様な価値観を持つ国内外の人々との交流を通して、相互の理解と

　　協力を築こうとする態度と日本の文化・精神を知り、世界に発信し

　　ようとする態度の育成を目指します。また研鑚力、特に学習成果を

　　実感して、自信を創出することができるようになること、また毎週

　　欠かさずにレッスンを予約して学習に励むことにより行動力、特に

　　目標を設定して、計画を立案・実行できる力の育成を目指します。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　69, 70課（アルバイト、学生時代に力を入れたこと）

　　第３週　71, 72課（（挑戦したい勉強、料理）

　　第４週　自分で選んだトピック（父と母の性格）

　　第５週　73, 74課（おすすめの日本食、好きな食べ物）

　　第６週　75, 76課（好きな飲み物、どんな家に住んでいる）

　　第７週　自分で選んだトピック（彼氏の性格）

　　第８週　77, 78課（洋服の好み、外見で気にしていること）

　　第９週　79, 80課（健康、ジム通い）

　　第10週  自分で選んだトピック（親友）

　　第11週  81, 82課（ストレス解消法、運動）

　　第12週  83課, 自分で選んだトピック（おすすめの健康法）

　　第13週  84課, 自分で選んだトピック（コンプレックス）

　　第14週　自分で選んだトピック（理想の結婚生活）

　　第15週　自分で選んだトピック（起きる時間）

　　　（順番が変更になることがあります。）

　　　TOEFL iBTやIELTS対策の英文を自分で作成して講師と話す準備を

　　することも可能です。

【事前・事後学修】

　　　事前学修：毎回の授業のトピックについて、テキストを参考に10

　　個のダイアログを作り、manaba「レッスン前オンラインレポート」

　　に打ち込み、提出してください。

　　　事後学修：manaba「レッスン後オンラインレポート」に、スカイ

　　プ英会話レッスンで学んだ表現を貼り付けて提出してください。ま

　　た他の学生のレポートにコメントを出してください。（事前・事後

　　合わせて週2時間以上）

【テキスト・教材】

　　『About Me 第 2 版（英語でスラスラ自分のことが言える本）』

　　（株式会社アスク出版 2014 年）1800 円（税別）

　　　あるいは自分で選んだTOEFL iBTやIELTS対策のテキスト

　　

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レッスン事前事後のオンライン課題提出（50％）、単語学習プロ

　　グラムの達成度（20％）、スカイプ英会話の積極性（30％）

　　毎回のオンラインレポートの課題達成状況や、単語学習プロラムの

　　達成度をフィードバックします。

【注意事項】

　　　受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）

　　　スカイプ英会話サービスを利用するため、受講に1万円以上費用

　　がかかります。費用はパピルスメイトで証紙を購入し、提出してく

　　ださい。同学期に他のスカイプ英会話授業を受講する場合は、重複

　　して費用を支払う必要はありません。なお、Workshop EとWorkshop

　　 Fは同じ曜日にあるため、履修できるのはどちらかのみとします。
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ＷｏｒｋｓｈｏｐＦ

　　

三田　薫

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、毎時間スカイプを使用して、海外の人と25分間英

　　会話をします。

　　　英語を話せるようになるためには、英文法や単語を学習すると同

　　時に、実際に話す機会を十分に確保すること、そして話す内容や表

　　現を普段からストックしておくことが大切です。

　　　この授業では自分のことを英語で語る「雑談英語力」を習得しま

　　す。英語で雑談する力は、近年日本企業もその重要性に気づき始め

　　ています。TOEICで高得点であるだけでは、ビジネスを成功させる

　　ことには必ずしもつながらないということが見えてきたのです。

　　　授業では毎時間指定されたトピックについて、テキストの例文を

　　参考にしながら自分のことを伝える英語を作り上げ、その内容につ

　　いて実際にフィリピン人講師と話します。

　　　スカイプ英会話は英語学習の有効な手段ですが、自分一人で始め

　　るのはなかなか勇気がいることです。授業では、その不安を取り除

　　き、リラックスして会話に参加できるようサポートしていきます。

　　　この授業でスカイプ英会話に慣れて、グローバル社会で役に立つ

　　コミュニケ―ション力を高めていきましょう。短期研修や短期留学

　　への参加を考えている学生には、受講を強くお勧めます。

【授業における到達目標】

　　　この科目の到達目標は、毎時間外国人講師と1対1の英会話を行う

　　ことにより、英会話力を高めることです。さらに国際的視野、特に

　　多様な価値観を持つ国内外の人々との交流を通して、相互の理解と

　　協力を築こうとする態度と日本の文化・精神を知り、世界に発信し

　　ようとする態度の育成を目指します。また研鑚力、特に学習成果を

　　実感して、自信を創出することができるようになること、また毎週

　　欠かさずにレッスンを予約して学習に励むことにより行動力、特に

　　目標を設定して、計画を立案・実行できる力の育成を目指します。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　85, 86課（持病、怪我）

　　第３週　87, 88課（日本の観光地、学習塾）

　　第４週　自分で選んだトピック（週末の過ごし方）

　　第５週　89, 90課（礼儀作法、伝統的な結婚式）

　　第６週　91, 92課（お正月、労働時間）

　　第７週　自分で選んだトピック（朝型、夜型）

　　第８週　93, 94課（社会問題、日本の四季）

　　第９週　95, 96課（日本の代表的な文化、日本のアニメ）

　　第10週  自分で選んだトピック（習い事）

　　第11週  97課, 自分で選んだトピック（政治への関心）

　　第12週  98課, 自分で選んだトピック（女性の活躍）

　　第13週  99課, 自分で選んだトピック（宗教）

　　第14週　100課, 自分で選んだトピック（干支の動物）

　　第15週　自分で選んだトピック（平日の過ごし方）

　　（順番が変更になることがあります。）

　　　TOEFL iBTやIELTS対策の英文を自分で作成して講師と話す準備を

　　することも可能です。

　　

【事前・事後学修】

　　　事前学修：毎回の授業のトピックについて、テキストを参考に10

　　個のダイアログを作り、manaba「レッスン前オンラインレポート」

　　に打ち込み、提出してください。

　　　事後学修：manaba「レッスン後オンラインレポート」に、スカイ

　　プ英会話レッスンで学んだ表現を貼り付けて提出してください。ま

　　た他の学生のレポートにコメントを出してください。（事前・事後

　　合わせて週2時間以上）

【テキスト・教材】

　　『About Me 第 2 版（英語でスラスラ自分のことが言える本）』

　　　（株式会社アスク出版 2014 年）1800 円（税別）

　　あるいは自分で選んだTOEFL iBTやIELTS対策のテキスト

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　レッスン事前事後のオンライン課題提出（50％）、単語学習プロ

　　グラムの達成度（20％）、スカイプ英会話の積極性（30％）

　　毎回のオンラインレポートの課題達成状況や、単語学習プロラムの

　　達成度をフィードバックします。

【注意事項】

　　　受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）

　　　スカイプ英会話サービスを利用するため、受講に1万円以上費用

　　がかかります。費用はパピルスメイトで証紙を購入し、提出してく

　　ださい。同学期に他のスカイプ英会話授業を受講する場合は、重複

　　して費用を支払う必要はありません。なお、Workshop EとWorkshop

　　 Fは同じ曜日にあるため、履修できるのはどちらかのみとします。
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ポップミュージック英語

　Pop Music in English

バールドウィン，デイヴィッド・Ｂ

１年　前期　1単位　　

◎：美の探求　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　This course will introduce students to a variety of popular

　　music in English. The focus will be on listening to real

　　music for native speakers. Because the music is for native

　　speakers, students will learn pronunciation, vocabulary,

　　grammar and slang as well as artist backgrounds and practice

　　singing in the context of the class.

　　

　　There will also be a research and presentation portion where

　　students will introduce their favorite English singing

　　artist (popular or not) to the class.

　　

　　Students will sing in English in every class. They will be

　　expected to learn music terms and lyrics from songs we study

　　in class.

【授業における到達目標】

　　By the end of the term students will know a variety of songs

　　in English, understand international viewpoints, and the

　　pursuit of beauty through music. Students will be actively

　　participating in each class.

【授業の内容】

　　This is a preliminary list of artists and themes and may be

　　subject to change depending on student levels and popularity

　　of artists.

　　1  Genres & Adele

　　2  Quiz I & Aretha Franklin and Elvis Presley

　　3  Taylor Swift

　　4  One Direction

　　5  Quiz II & Justin Bieber

　　6  Beyonce

　　7  Bon Jovi

　　8  The Dixie Chicks

　　9  Quiz III & De La Soul

　　10  The Beatles

　　11  Pharrell Williams

　　12  Choosing projects & Review and catch up

　　13  Final Test & Project preparation

　　14  Final projects: Presentations

　　15  Sing-a-long

　　

【事前・事後学修】

　　Look up each of these artists on You Tube and watch a video

　　for preparation.

　　There will be approximately 1.5 hours of homework per class

　　Decide on an artist to present to the class. This includes

　　biography, lyrics and music.

【テキスト・教材】

　　Readings will be provided by the teacher

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　50% Class participation

　　25% Quizzes and tests

　　25% Project (Introduce an artist)

　　This is an English class, not a singing class.

　　Grades will be determined on memorization, pronunciation

　　and subject knowledge

【参考書】

　　1. Notebook

　　2. Pens/pencils/ruler

　　　3. Dictionary

　　4. Smartphone (To be kept in a bag until needed)

　　5. Clear file (For important handouts)

　　More than 5 absences = Fail

【注意事項】

　　Even though this class covers popular songs and music

　　industry knowledge, students will be graded strictly on

　　their work in class. Preparation and participation are

　　important.

　　

　　Student numbers are capped at 30. If more than 30 students

　　sign up, roster will be determined by lottery.
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アニメ・マンガ英語

　　

武内　一良

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野　○：美の探求、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　現在、漫画という日本語は manga（マンガ）として海外に普及し

　　ています。最近では電子機器による配信も増えてきました。デジタ

　　ル技術の発達に伴い、マンガとは別に動画（アニメーション）とい

　　う形態が大きく成長し、anime（アニメ）という言葉が世界に紹介

　　されるようになりました。そこでこの授業では、①英訳されたマン

　　ガの英語、②英語に吹き替えられたアニメの声優の表現、③アニメ

　　の英語字幕に焦点を当てながら、日本語と比較し英語の表現に潜む

　　文化の違いについて学習していきます。

【授業における到達目標】

　　　この科目は、以下の3つを主眼に置きます。

　　１　翻訳の本質を理解する。

　　２　言語に潜む文化の存在を確認する。

　　３　生きた英語表現を修得する。

　　　ディプロマポリシーとの関係では、日本語と英語の新たな関係性

　　を発見し英語を学ぶ愉しみを知ってもらう国際的視野に立ち、美の

　　探求と研鑽力の向上を目指します。

【授業の内容】

　　第１週　授業の進め方と評価方法の説明

　　第２週　英語圏のマンガに使われる英語表記の確認

　　第３週　英語圏のマンガに使われる英語表記の分析

　　第４週　英語に翻訳されている日本のマンガの英語表記の確認

　　第５週　英語に翻訳されている日本のマンガの英語表記の分析

　　第６週　アニメ作品Ａの声優の日本語と英語吹替えの分析

　　第７週　アニメ作品Ａの英語吹替えと英語字幕の分析

　　第８週　アニメ作品Ｂの声優の日本語と英語吹替えの分析

　　第９週　アニメ作品Ｂの英語吹替えと英語字幕の分析

　　第10週　アニメ作品Ｃの声優の日本語と英語吹替えの分析

　　第11週　アニメ作品Ｃの英語吹替えと英語字幕の分析

　　第12週　アニメ作品Ｄの声優の日本語と英語吹替えの分析

　　第13週　アニメ作品Ｄの英語吹替えと英語字幕の分析

　　第14週　アニメ・マンガに見る言語と文化の研究報告

　　第15週　これまでの授業内容の確認

【事前・事後学修】

　　［事前学修］授業で配付された教材（何度か使用します）に登場

　　　する語彙や表現の意味範囲は、最低でも１時間は時間を取り、

　　　確実に理解しておくようにしてください。

　　［事後学修］また授業終了後も、引き続き記憶が新しい内に１時

　　　間程度の復習をして新たな英語表現の定着を図ってください。

【テキスト・教材】

　　　毎回教材となる印刷物を配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　授業で行う議論の集大成として、言語と文化に関する独自の視点

　　を研究報告書にまとめて提出してもらいます。評価はこの研究報告

　　書（100％）を基に行います。なお、集大成として提出する研究報

　　告書に対するフィードバックについては、各自アポを取って研究室

　　を訪問してください。

【参考書】

　　　必要に応じて授業で紹介します。

【注意事項】

　　　第１回目の授業で、授業スケジュールと成績評価に関する細則を

　　発表しますので、必ず出席してください。また、授業に必ず英和辞

　　典あるいは英和辞典として機能する機器類を持参してください。

　
発音演習Ａ

　―ネイティブみたく発音するぜぇ♪―

藤原　正道

１年　前期　1単位　　

○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　英語のネイティブスピーカーの発音を聞いて、まねをしようとし

　　ても上手くいかない。そんなときには、日本語の音と比べて英語は

　　どこが違い、その違いはどのくらいなのかを学ぶことが、英語の発

　　音上達への近道です。

　　　英語と日本語の音を比較しながら、舌の位置や唇の形などの特徴

　　を理解しながら、発音練習や聞き取り練習も行います。英語の子音

　　を身につけましょう。

【授業における到達目標】

　　　日本語の発音を知り、英語の発音を磨き、世界に発信していく態

　　度を身につけること、学修成果を実感して、自信を創出すること、

　　コミュニケーション能力を向上し、英語圏の言語と社会・文化を理

　　解できるようになることを目標とします。

【授業の内容】

　　　１．はじめに

　　　２．破裂音１　Part，aBoutなど

　　　３．破裂音２　Top，Deskなど

　　　４．摩擦音１　Face，Violinなど

　　　５．摩擦音２　THink, THenなど

　　　６．摩擦音３　Son, waSなど

　　　７．摩擦音４　SHoe, viSIonなど

　　　８．破擦音　　Change, aDJustなど

　　　９．鼻音１　　hoMe, Milkなど

　　　10．鼻音２　　aNgel, aNgleなど

　　　11．側音　　　appLe, Lateなど

　　　12．半母音１　bRown, fRiendなど

　　　13．半母音２　beYond, aWakeなど

　　　14．気息音　　Hot, Howなど

　　　15．まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：英語の歌の課題に取り組むこと。週1時間以上　

　　事後学修：授業内容の復習など各自が発音の上達に取り組むこと。

　　　週1時間以上

【テキスト・教材】

　　資料を配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・定期試験は行いません。評価基準は、歌のテスト40％＋

　　　発音のテスト50%＋授業への積極的参加度10％。

　　・毎回の授業でフィードバックを行う予定です。

【参考書】

　　今井邦彦『新しい発想による英語発音指導』（大修館）

　　川越いつえ『英語の音声を科学する』（大修館）

　　松澤喜好『英語耳』（ASCII）

　　小川貴宏『Sound Right！』（The Japan Times）

　　小野昭一『英語音声学概論』（リーベル出版）

　　竹林滋他『英語音声学入門』（大修館）

　　安井　泉『音声学：現代の英語学シリーズ』（開拓社）

【注意事項】

　　　受講人数制限35名です。（制限人数を超えた場合、抽選です。）

　　英語の「歌」を歌う小テストも行います。

　　　私語などの授業の妨害があった場合は、退室してもらいます。

　　また、居眠りや携帯電話の使用などによって、授業への積極的参加

　　が認められない場合、成績に大いに影響があることはわかるわね。
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発音演習Ｂ

　―ネイティブみたく発音したいのぉ♪―

藤原　正道

１年　後期　1単位　　

○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　英語のネイティブスピーカーの発音を聞いて、まねをしようとし

　　ても上手くいかない。そんなときには、日本語の音と比べて英語は

　　どこが違い、その違いはどのくらいなのかを学ぶことが、英語の発

　　音上達への近道でっせ。

　　　英語と日本語の音を比較しながら、舌の位置や唇の形などの特徴

　　を理解しながら、発音練習や聞き取り練習も行います。英語の母音

　　を身につけましょう。

【授業における到達目標】

　　　日本語の発音を知り、英語の発音を磨き、世界に発信していく態

　　度を身につけること、学修成果を実感して自信を創出すること、コ

　　ミュニケーション能力を向上し、英語圏の言語と社会・文化を理解

　　できるようになることを到達目標とします。

【授業の内容】

　　　１．はじめに

　　　２．前舌母音１  bE, Itなど

　　　３．前舌母音２  vAcation, pEnなど

　　　４．前舌母音３  hAt, Addなど

　　　５．後舌母音１  hOt, dOOrなど

　　　６．後舌母音２  dOOr, Obeyなど

　　　７．後舌母音３  bOOk, blUEなど

　　　８．中央母音１  cUt, Applyなど

　　　９．中央母音２  wORld, EARlyなど

　　　10．二重母音１　bAy, kIteなど

　　　11．二重母音２  Oilなど

　　　12．二重母音３  Oldなど

　　　13．二重母音４  nOWなど

　　　14．二重母音5   dOORなど

　　　15．まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：歌の課題に取り組むこと。週1時間以上

　　事後学修：授業内容の復習や各自が音読などに取り組むこと。

　　　週1時間以上

【テキスト・教材】

　　こちらで用意したプリントを使用します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・定期試験は行いません。評価基準は、歌のテスト40%

　　　＋発音のテスト50％＋積極的に授業に参加しているかなど10％。

　　・毎回の授業でフィードバックを行う予定です。

【参考書】

　　今井邦彦『新しい発想による英語発音指導』（大修館）

　　川越いつえ『英語の音声を科学する』（大修館）

　　松澤喜好『英語耳』（ASCII）

　　小川貴宏『Sound Right！』（The Japan Times）

　　小野昭一『英語音声学概論』（リーベル出版）

　　竹林滋他『英語音声学入門』（大修館）

　　安井　泉『音声学：現代の英語学シリーズ』（開拓社）

【注意事項】

　　　受講人数制限35名です。（制限人数を超えた場合、抽選です。）

　　英語の「歌」を歌う小テストも行います。

　　　私語などの授業の妨害があった場合は、退出してもらいます。

　　また、居眠りや携帯電話の使用などによって、授業への積極的参加

　　が認められない場合、成績に大いに影響があることはわかってるわ

　　ね。　

　
キッズイングリッシュ

　　

三田　薫

１・２年　前期　1単位　　

◎：行動力　○：国際的視野、協働力

【授業のテーマ】

　　　この授業では幼稚園、小学校、英語教室などで、子供に英語を教

　　える方法を学んでいきます。年齢に合わせた英語指導法、子供を飽

　　きさせない工夫、歌や絵本、ゲームやカードの活用法を学習し、模

　　擬授業を行います。

　　　また教師にならなくとも将来自分の子供と一緒に英語を楽しむコ

　　ツ、高額の教材を買わなくとも家庭で手軽にできる英語学習法、良

　　い英語教室の選び方を紹介します。子供たちの不安を取り除き、子

　　供たちが英語を好きになるきっかけとなれるようしっかり学び、楽

　　しく練習していきましょう。

【授業における到達目標】

　　　この授業で児童英語教育の様々な手法を学ぶことにより、児童の

　　興味や発達段階に合わせて指導する力を身につけます。それを基に

　　して行動力、特に現状を正しく把握し、課題を発見できる力や、目

　　標を設定して、計画を立案・実行できる力の修得を目指します。ま

　　た多様性を受容し、多角的な視点を以って世界に臨む態度（国際的

　　視野）や、相互を活かして自らの役割を果たす力（協動力）の養成

　　につながるようグループ活動を行います。

【授業の内容】

　　１． カードの効果的な使い方１（チャンツと組み合わせる）

　　２． カードの効果的な使い方２（ゲームと組み合わせる）

　　３． 歌による音声教育１（無理なく参加させる導入法）

　　４． 歌による音声教育２（遊び歌の活用法）

　　５． ＴＰＲの指導法１（その効果）

　　６． ＴＰＲの指導法２（導入法）

　　７． 子供の集中力を持続させる活動（ゲームやタスク）

　　８． 発音練習（母音と子音の弱点克服）

　　９． 絵本の読み聞かせ１（本の種類と導入法）

　　10． 絵本の読み聞かせ２（ＣＤの活用）

　　11． Phonicsの教材と指導法

　　12． Phonemic Awarenessの教材と指導法

　　13． 外国の児童英語教育

　　14． 模擬授業（準備）

　　15． 模擬授業（発表）

　　（順序が変更になることがあります）

【事前・事後学修】

　　　事前学修：あらかじめ指定された課題についてグループで考えて

　　準備してください。

　　　事後学修：授業中に学んだ内容を見直して、授業後提出の課題に

　　取り組んでください。（事前・事後合わせて週2時間以上）

【テキスト・教材】

　　 資料は必要に応じて配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　授業態度30%、授業内発表40%、模擬授業30%

　　　グループの発表について、教師およびクラスメートからフィード

　　バックを受けます。

【注意事項】

　　　受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）
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検定英語Ａ

　　

栗本　孝子

１年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野

【授業のテーマ】

　　　絶大な知名度と人気のあるTOEICは、英語能力をかなり正確に測

　　定することができるテストです。高得点者は編入学や就職・転職に

　　有利ということもあって、学生、社会人を問わず、受験者数が年々

　　増え続けています。しかし、学習者の多くは「何をどう勉強すれば

　　スコアアップできるのかわからない」というのが正直な気持のよう

　　です。

　　　そこで、本講座ではTOEIC L&Rテストの「性格」を知り、効果的

　　な学習方法を学びます。具体的には前期の学内TOEIC L&R受験に向

　　け、個々の学生の英語力アップを目的とします。独学が難しい「リ

　　スニングセクション」の攻略法を体得し、「単語力」を増強し、「

　　不得意な文法」を徹底的にやり直すことで、目標スコア550点突破

　　を目指します。

【授業における到達目標】

　　・新形式問題に精通する。

　　・TOEIC L&R攻略に不可欠の語い力を増強するために350センテンス

　　を暗記し、日本語からすぐ英語でアウトプットできる。

　　・特にリスニング問題の効率的な聞き方を体得し、リスニングスコ

　　ア250点以上を獲得する。

　　・TOEIC L&Rスコアを上げるための努力をすることで修得すべきデ

　　ィプロマ・ポリシーである「研鑽力」を磨くことができる。

　　・勉強すればするほど英語力は上がり、学修の成果を実感できれ

　　ば、それは自信につながり、さらに力をつけたいというモチベーシ

　　ョンを高めることができる。

【授業の内容】

　　テキスト（TEST 1使用）

　　１．講座説明　TOEICについて

　　２．単語テスト１　Part１（リスニング／解説）

　　３．単語テスト２　Part２─１（リスニング）

　　４．単語テスト３　Part２─２（解説）

　　５．単語テスト４　Part３─１（リスニング）

　　６．単語テスト５　Part３─２（解説）

　　７．単語テスト６　Part４─１（リスニング）

　　８．単語テスト７　Part４─２（解説）

　　９．単語テスト８　Part５─１（101番─115番）（解説）

　　10．単語テスト９　Part５─２（116番─130番）（解説）

　　11．単語テスト10　Part６　　（131番─146番）（解説）

　　12．Part７―１（147番―160番）（解説）　

　　13．Part７―２（161番─180番）（解説）

　　14．Part７―３（181番─200番）（解説）

　　15．総まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：毎週、穴埋め単語テストを実施します。毎回35センテン

　　スをしっかり暗記すること。（学修時間　毎日30分）

　　事後学修：毎回クラスで学習した攻略法・文法を必ず復習するこ

　　と。リスニング問題を繰り返し聞く。（学修時間　週１時間）

【テキスト・教材】

　　１．『公式TOEIC Listening & Reading 問題集 3』

　　（TOEIC運営委員会　2017年）2,800円＋税

　　２・『TOEIC TEST瞬感英単語600点突破 最初の450語』

　　（誠文堂新光社　2015年）1,000円＋税

　　３．『TOEIC TEST瞬感英単語600点突破 必須の450語』

　　（誠文堂新光社　2015年）1,000円＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・単語テスト（計10回）（50％）

　　・クラス内筆記期末テスト（50％）

　　・単語テストは次週の授業内に、期末テストは授業最終回にフィー

　　ドバックを行います。

　【注意事項】

　　・プレイスメントテストで一定以上の成績が必要です。

　　・受講希望者は、年に複数回実施される学内TOEICテスト（有料）

　　をできるだけ多く受験するようにしてください。

　　・受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）
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検定英語Ｂ

　　

栗本　孝子

１年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野

【授業のテーマ】

　　　TOEIC関連の授業や学内TOEIC 、公開TOEIC受験を経験した学生な

　　ら、TOEIC とはどんなテストなのかを知っていますね。だからこ

　　そ、高得点を取るのがいかに困難なことなのかをわかっているはず

　　です。自分の「弱点」を知ることは、英語を学習する上での大きな

　　前進です。なぜなら「自分が何を勉強すべきかわかった」というこ

　　とだからです。

　　　本講座では、自分の「弱点」を克服し、後期の学内TOEIC L&R テ

　　ストでスコア650点を突破することを目標とします。

【授業における到達目標】

　　・350センテンスを暗記し、日本語を見てすぐに英語でアウトプッ

　　トできる。

　　・リーディングセクションの攻略法を体得し、パート７の１パッセ

　　ージを３分で読解できる。

　　・学内TOEIC L&Rでリスニング350点以上、ライティング300点以

　　上、合計スコア650点以上を獲得する。

　　・TOEIC対策を学ぶことで見えてくる自分の英語の弱点を克服する

　　ために計画を立て、着実に課題を解決していくことを通して、修得

　　すべきディプロマ・ポリシーの「研鑽力」を磨くことができる。

【授業の内容】

　　テキスト（TEST 2を使用）　

　　１．TOEIC講座説明　Part１─１（リスニング）

　　２．単語テスト11　Part１─２（解説）

　　３．単語テスト12　Part２─１（リスニング）

　　４．単語テスト13　Part２─２（解説）

　　５．単語テスト14　Part３─１（リスニング）

　　６．単語テスト15　Part３─２（解説）

　　７．単語テスト16　Part４─１（リスニング）

　　８．単語テスト17　Part４─２（解説）

　　９．単語テスト18　Part５─１（101番─115番）（解説）

　　10．単語テスト19　Part５─２（116番─130番）（解説）

　　11．単語テスト20　Part６　　（131番─146番）（解説）

　　12．Part７―１（147番―160番）（解説）　

　　13．Part７―２（161番─180番）（解説）

　　14．Part７―３（181番─200番）（解説）

　　15．総まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：毎週単語テストを実施します。は毎週35センテンスをし

　　っかり暗記してください。（学修時間　毎日30分）

　　事後学修：毎回クラスで学習した文法・単語・熟語を必ずその日の

　　うちに復習してください。（学修時間　週１時間）

【テキスト・教材】

　　１．『公式TOEIC Listening & Reading 問題集 3』

　　（TOEIC運営委員会　2017年）2,800円＋税

　　２．『TOEIC TEST瞬感英単語600点突破 最初の450語』

　　（誠文堂新光社　2015年）1,000円＋税

　　３．『TOEIC TEST瞬感英単語600点突破 必須の450語』

　　（誠文堂新光社　2015年）1,000円＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・単語テスト（計10回）（50％）

　　・クラス内筆記期末テスト（50％）

　　・単語テストは次週の授業内に、期末テストは授業最終回にフィー

　　ドバックを行います。

【注意事項】

　　・本講座は前期に「検定英語Ａ」を受講していなくても、真剣に

　　　TOEICスコアアップを目指す学生なら受講できます。

　　・プレイスメントテストで一定以上の成績が必要です。

　　・年に複数回実施される学内TOEICテスト（有料）をできるだけ多

　　　く受験するようにしてください。

　　・受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）
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英語学Ａ

　―英語のなんでやねん！―

藤原　正道

１・２年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探求

【授業のテーマ】

　　　英語について「なんでぇ？」と思ったことはありませんか？「暗

　　記しろ！気合いだぁ！」と言われて、済ましてしまった英語への素

　　朴な疑問をもう一度呼び覚まし、英語への新たな興味を目覚めさせ

　　るとよい。日本語と比較しながら英語の仕組みを明らかにします。

【授業における到達目標】

　　　日本語と比較しながら、英語という言語について理解すること、

　　多様性を受容し、多角的な視点を持って世界に望み、真理を探究す

　　ることによって、新たな知を想像しようとする態度をはぐくむこと

　　を達成目標とします。

　　　具体的には、言語学についての多角的な知識、見識を身につけ、

　　論理的に思考し、それを他者に説明できるようになることが目標で

　　す。

【授業の内容】

　　 1．はじめに１ 「英語学」ってなに？

　　 2．はじめに２　もう一度見直そう！　日本語と英語

　　 3．英語史１　　どうしていろいろな過去形があるの？

　　 4．英語史２　　YOUは複数でも単数でも同じ形なの？

　　 5．英語史３　　どうして綴りと音がずれてるの？

　　 6．英語史４　　いろいろな国の英語

　　 7．音声学１　　異音・連結・脱落

　　 8．音声学２　　同化・異化

　　 9．音声学３　　余剰子音

　　10．音声学４　　アクセント、イントネーションと意味

　　11．形態論１　 「アンガールズ」が変なわけ

　　12．形態論２　　単語は平等じゃない１　派生

　　13．形態論３　　単語は平等じゃない２　複合

　　14．形態論４　 「Walkman」の複数形は？

　　15．まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：参考書を読んで、次回の授業内容をつかんでおく。

　　　週2時間以上

　　事後学修：参考書を利用して、授業内容の復習を充分行う。

　　　週2時間以上

【テキスト・教材】

　　こちらで用意した印刷資料を使用します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・定期試験は行いません。評価基準は、授業時の小テスト90％

　　　＋授業への参加度など10％です。毎回論述式の小テストが

　　　あります。覚悟しなはれや。

　　・毎回の授業でフィードバックを行う予定です。

【参考書】

　　授業時使用の資料に明記します。

【注意事項】

　　　短大で学んだ技術や知識を応用するには、論理的・科学的思考を

　　身につけることが大切です。この授業で、今まで当たり前だと思っ

　　てきたことに疑問を持つ力と、論理的思考力を身につけましょう。

　　　私語などの授業の妨害があった場合は、退出してもらいます。ま

　　た、居眠りや携帯電話の使用などによって、授業への積極的参加が

　　認められない場合、成績に大いに影響があんねんで。

　
英語学Ｂ

　―英語のそんなあほな！―

藤原　正道

１・２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探求

【授業のテーマ】

　　　英語について「なんでぇ？」と思ったことはありませんか？「気

　　合いで暗記しろ！」と言われて、済ましてしまった英語への素朴な

　　疑問をもう一度呼び覚まし、英語への新たな興味を目覚めさせると

　　よい。日本語と比較しながら、英語の仕組みを明らかにしまっせ。

【授業における到達目標】

　　　日本語と比較しながら、英語について理解すること、多様性を受

　　容し、物事の真理を探究することによって、新たな知を創造しよう

　　とする態度をはぐくむことが到達目標です。

　　　具体的には、言語学についての多角的な知識、見識を身につけ、

　　論理的に思考し、それを他者に説明できるようになることが目標な

　　んや。

【授業の内容】

　　 1．はじめに 「英語学」ってなに？

　　 2．統語論１　語順が違うと意味が変わる？

　　 3．統語論２　英語の中の「まとまり」

　　 4．統語論３　５文型はもういらない！　英語の構造は１つ？

　　 5．意味論１　意味にも決まりがあります。

　　 6．意味論２　形が違えば意味も違う

　　 7．意味論３　もう半分？　まだ半分？

　　 8．意味論４　人間は「植物」？

　　 9．意味論５　on the wallって「壁の上」じゃないの？

　　10. 語用論１　会話はキャッチボール

　　11. 語用論２　英語の丁寧さ

　　12. 語用論３　英語の謙遜表現

　　13. 語用論４　英語の失礼さ

　　14. 語用論５　女と男の英語　

　　15. まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：参考書を読んで、次回の内容をつかんでおく。

　　　週2時間以上

　　事後学修：参考書を利用して、授業内容を充分に理解する。

　　　週2時間以上

【テキスト・教材】

　　こちらで用意した印刷資料を使用します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・定期試験は行いません。評価基準は、授業時の小テスト90％

　　　＋授業への参加度など10%です。毎回論述式の小テストがあり

　　　ます。覚悟するがよい。

　　・毎回の授業でフィードバックを行う予定です。

【参考書】

　　授業時使用の資料に明記します。

【注意事項】

　　　短大で学んだ技術や知識を応用するには、論理的・科学的思考を

　　身につけることが大切です。この授業で、今まで当たり前だと思っ

　　てきたことに疑問を持つ力と、論理的思考力を身につけましょう！

　　　私語などの授業妨害があった場合は、退出してもらいます。ま

　　た、居眠りや携帯電話の使用などによって、授業への積極的参加が

　　認められない場合、成績に大いに影響がないわけないわな。
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英語音声学Ａ

　　

萩野　　敏

１・２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探求

【授業のテーマ】

　　　英語の音声面の解説を行う講義です。言語音が発音器官でどのよ

　　うに作り出されるかという点に注目する「調音音声学」分野の基礎

　　的な内容を紹介します。日本語における類似音との比較を行いなが

　　ら、英語の各母音・子音の調音方法や音声面での特徴を詳しく解説

　　します。

【授業における到達目標】

　　　英語各音の調音方法を学びその特徴を理解することによって、音

　　声記号を含む英語音声学の基礎的な知識を身につけることを目標と

　　しています。また、知を探求し、心の美を育む態度を身につけると

　　ともに、学修を通して自己成長する力（研鑽力）を養うことを目指

　　しています。

【授業の内容】

　　第１週　英語音声学の基礎知識

　　第２週　調音器官・音声の分類

　　第３週　子音の分類法・閉鎖（破裂）音１（両唇音）

　　第４週　閉鎖（破裂）音２（その他の音）

　　第５週　摩擦音１（歯音）

　　第６週　摩擦音２（その他の音）

　　第７週　破擦音・側音

　　第８週　鼻音・半母音

　　第９週　子音のまとめ

　　第10週　母音の分類法・前舌母音１（高母音）

　　第11週　前舌母音２（その他の音）

　　第12週　後舌母音

　　第13週　中舌母音・二重母音

　　第14週　母音のまとめ

　　第15週　全体のまとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】教室での指示にしたがって、テキストの該当箇所に記

　　述された内容をよく読んできてください。（週１時間以上）

　　【事後学修】復習がきわめて重要です。必ずテキストや各自のノー

　　トを使って、講義内容の復習を毎回しっかりと行い、知識の定着を

　　はかってください。（週３時間以上）

【テキスト・教材】

　　　安藤賢一著『演習英語音声学』（成美堂）1984年 2,000円（税別

　　）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　筆記試験形式の定期試験は行わず、授業中に複数回の小テストを

　　課します。

　　　成績は、小テスト（80％）、平常点（授業態度と参加状況）（20

　　％）による総合評価です。

　　　各小テスト後にフィードバックを行う予定です。

　
英語音声学Ｂ

　　

萩野　　敏

１・２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：美の探求

【授業のテーマ】

　　　英語の音声面の解説を行う講義です。母音・子音の各個音を取り

　　上げる「英語音声学Ａ」とは異なり、音の連続、強勢、音調などに

　　関する英語の音声面での特徴を詳しく解説します。

【授業における到達目標】

　　　英語音声のプロソディーを学びその特徴を理解することによっ

　　て、単音を超えたレベルでの英語音声に関する音声学の基礎的な知

　　識を身につけることを目標としています。また、知を探求し、心の

　　美を育む態度を身につけるとともに、学修を通して自己成長する力

　　（研鑽力）を養うことを目指しています。

【授業の内容】

　　第１週　英語の音声

　　第２週　音声の分類

　　第３週　音節と拍

　　第４週　音節の構造

　　第５週　聞こえ度と音節主音

　　第６週　音声の分類と音節のまとめ

　　第７週　子音連続

　　第８週　連結

　　第９週　同化と脱落

　　第10週　音連続のまとめ

　　第11週　強勢とアクセント

　　第12週　語・句・文の強勢

　　第13週　強形・弱形と音調

　　第14週　強勢と音調のまとめ

　　第15週　音声と文字　全体のまとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】教室での指示にしたがって、事前配布資料の該当箇所

　　に記述された内容をよく読んできてください。（週１時間以上）

　　【事後学修】復習がきわめて重要です。必ず配付資料や各自のノー

　　トを使って、講義内容の復習を毎回しっかりと行い、知識の定着を

　　はかってください。（週３時間以上）

【テキスト・教材】

　　　テキストは使用せず、資料をmanabaで配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　筆記試験形式の定期試験は行わず、授業中に複数回の小テストを

　　課します。

　　　成績は、小テスト（80％）、平常点（授業態度と参加状況）（20

　　％）による総合評価です。

　　　各小テスト後にフィードバックを行う予定です。
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英米言語文化論Ａ

　　

萩野　　敏

１・２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、美の探求

【授業のテーマ】

　　　言語と文化は密接に関わりあっています。ある特定の言語を理解

　　するためには、その背景にある文化の知識が不可欠です。また言語

　　を媒介にして成立しているさまざまな文化形態があります。この講

　　義では、英語ということばの世界の言語文化を「ことばと意味」の

　　関係を手がかりにして、いくつかの観点から紹介します。

【授業における到達目標】

　　　ことばの意味とは何か、ということから考え始め、日本語とは大

　　きく異なる英語という言語のことばと文化に関する知識の一端を身

　　につけ、ことばと関わる面での異文化理解を深めることを目標とし

　　ています。また、知を探求し、心の美を育む態度や国際的視野を身

　　につけるとともに、学修を通して自己成長する力（研鑽力）を養う

　　ことを目指しています。

【授業の内容】

　　　１．言語文化論とは

　　　２．ことばと文化（１）：記号と指示物

　　　３．ことばと文化（２）：呼称のずれ

　　　４．ことばと文化（３）：言語相対論

　　　５．日英語彙構造の比較（１）：対応関係の型

　　　６．日英語彙構造の比較（２）：１対多の対応

　　　７．日英語彙構造の比較（３）：多対多の対応

　　　８．日本語になった英語（１）：外来語と借用語

　　　９．日本語になった英語（２）：意味のずれ

　　　10．ふり返りと評価のための確認（１）

　　　11．英語の比喩表現（１）：比喩の分類

　　　12．英語の比喩表現（２）：空間のメトニミー

　　　13．英語の比喩表現（３）：時間のメトニミー

　　　14．ふり返りと評価のための確認（２）

　　　15．全体のまとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】教室での指示にしたがって、事前配布資料の該当箇所

　　に記述された内容をよく読んできてください。（週１時間以上）

　　【事後学修】復習がきわめて重要です。必ず配付資料や各自のノー

　　トを使って、講義内容の復習を毎回しっかりと行い、知識の定着を

　　はかってください。（週３時間以上）

【テキスト・教材】

　　　特定のテキストは使用しません。

　　　資料を配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　筆記試験形式の定期試験は行わず、授業中の小テスト（２回）と

　　レポートを課す予定です。

　　　成績は、小テスト（60％）、レポート（30％）、平常点（授業態

　　度と参加状況）（10％）による総合評価です。

　　　各小テスト後、レポート提出時、および最終授業時にフィードバ

　　ックを行う予定です。

　
英米言語文化論Ｂ

　　

萩野　　敏

１・２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、美の探求

【授業のテーマ】

　　　言語と文化は密接に関わりあっています。ある特定の言語を理解

　　するためには、その背景にある文化の知識が不可欠です。また言語

　　を媒介にして成立しているさまざまな文化形態があります。この講

　　義では、英語ということばの世界の言語文化を、「色や数を表す英

　　語」と「英語のことば遊び」に関する話題を中心にいくつかの観点

　　から紹介します。

【授業における到達目標】

　　　前半では色や数字といった人の生活に大きく関わる部分での英語

　　の表現方法を学ぶこと、後半では英語のことば遊びの世界の様々な

　　事例を学ぶことによって、日本語とは大きく異なる英語という言語

　　のことばと文化に関する知識の一端を身につけ、ことばと関わる面

　　での異文化理解を深めることを目標としています。また、知を探求

　　し、心の美を育む態度や国際的視野を身につけるとともに、学修を

　　通して自己成長する力（研鑽力）を養うことを目指しています。

【授業の内容】

　　　１．言語文化論とは

　　　２．色彩語（１）：基本色彩語

　　　３．色彩語（２）：色のイメージ

　　　４．生活文化の英語（１）：数字

　　　５．生活文化の英語（２）：数と量

　　　６．言語と非言語

　　　７．ふり返りと評価のための確認（１）

　　　８．ことば遊び入門

　　　９．英語のことば遊び（１）：ことば遊びのレトリック

　　　10．英語のことば遊び（２）：riddleほか

　　　11．英語のことば遊び（３）：anagramほか

　　　12．英語のことば遊び（４）：knock, knockほか

　　　13．ふり返りと評価のための確認（２）

　　　14．英語帝国主義

　　　15．全体のまとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】教室での指示にしたがって、事前配布資料の該当箇所

　　に記述された内容をよく読んできてください。（週１時間以上）

　　【事後学修】復習がきわめて重要です。必ず配付資料や各自のノー

　　トを使って、講義内容の復習を毎回しっかりと行い、知識の定着を

　　はかってください。（週３時間以上）

【テキスト・教材】

　　　特定のテキストは使用しません。

　　　資料を配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　筆記試験形式の定期試験は行わず、授業中の小テスト（２回）と

　　レポートを課す予定です。

　　　成績は、小テスト（60％）、レポート（30％）、授業への参加状

　　況などの平常点（10％）による総合評価です。

　　　各小テスト後、レポート提出時、および最終授業時にフィードバ

　　ックを行う予定です。
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比較文化論Ａ

　　

久保田　佳枝

１・２年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探求、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　この授業は、目では見えない境界線を考慮するために、文化を学

　　習しながら、日本だけでなく、さまざまな国における文化の相違を

　　見ていきます。前半は文化に関する理論を主に学習し、また後半に

　　は実際の調査データなどを通して、世界の中での日本を見ていきま

　　す。

【授業における到達目標】

　　　この授業の到達目標は、多様な文化の共生・共存を目指す現代社

　　会を理解しながら、多様な物の見方や考え方を養うことです。ま

　　た、文化への理解を深めることで、国際的視野をも養いながら、美

　　の探求および研鑽力の育成も目指します。

【授業の内容】

　　１.オリエンテーション（シラバス・授業の進め方等の説明）

　　２.コミュニケーションは文化を語る（言語・非言語）

　　３.異質な他者（自文化中心主義・文化相対主義）

　　４.外国から見た日本社会

　　５.文化を比較するということ

　　６.文化とは①

　　７.文化とは②

　　８.Hofstedeによる文化的指標

　　９.データから読み取る文化比較①

　　10.データから読み取る文化比較②

　　11.事例：映像で見る文化比較①

　　12.事例：映像で見る文化比較②

　　13.期末課題プレゼンテーション①

　　14.期末課題プレゼンテーション②

　　15.まとめ

　　※学外講師による講義を予定しています（日程は未定）。

　　※クラスの状況により、順番が変更される場合があります。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】前もって配布される教材をよく読む。　

　　　（学修時間は週２時間）

　　【事後学修】プリントを復習すること。授業で扱ったテーマに関連

　　　　する文献等を読んで、理解を深めておくこと。（学修時間は

　　　　週２時間）

【テキスト・教材】

　　　教材は、適宜プリントを配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点（授業への積極的な参加および貢献・エクストラクレジッ

　　ト等含む）40%、期末課題60%として総合評価を行なう。リアクショ

　　ンシートは次回授業においてフィードバックを行なう。

【注意事項】

　　　この授業では、講師と学生のインタラクションのスタイルをとっ

　　て質疑応答、グループディスカッションなどを行っていきます。

　
比較文化論Ｂ

　　

久保田　佳枝

１・２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探求、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　グローバル社会になってきた現代において、多様な人々とうまく

　　やっていくためには多様な文化を理解し、それらを柔軟に対応する

　　ことが求められるようになってきました。この授業では、比較文化

　　論Aに続き、目では見えない文化による境界を学びながら、さまざ

　　まな国における文化の相違をみていきます。

【授業における到達目標】

　　　この授業は、多様な文化に共生・共存を目指す現代社会を理解し

　　ながら、多様な物の見方や考え方を養うことを目標としています。

　　また文化の違いに対する理解を深めながら国際的視野を養い、美の

　　探求、研鑽力の育成を目指します。

【授業の内容】

　　1.  オリエンテーション（シラバス・テキスト・授業の進め方等の

　　　　説明）

　　2.  文化とは　　　　　（比較文化論Aの復習）

　　3.  文化を比較するとは（比較文化論Aの復習）

　　4.  文化心理学①

　　5.  文化心理学②

　　6.  文化心理学③

　　7.  中間クイズ

　　8.  世界価値観調査（第1章）①

　　9.  世界価値観調査（第1章）②

　　10.世界価値観調査2.1人生・ライフスタイルに関する意識

　　11.世界価値観調査2.2ジェンダー・家族に関する意識

　　12.世界価値観調査2.3宗教に関する意識

　　13.世界価値観調査2.4生活様式の変化

　　14.まとめ

　　15.期末課題提出

　　※学外講師による講義を予定しています（日程は未定）。

　　※クラスの状況などにより、順番が変更される場合があります。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】指定教科書の該当範囲を読んでおくこと。（学修時間

　　　は２時間）

　　【事前学修】理解を深めるために、授業で学んだ内容と専門用語の

　　　理解を深めておくこと。（学修時間は２時間）

【テキスト・教材】

　　　必要に応じてプリントを配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点40%（授業への積極的な参加・貢献等含む）、中間クイズ

　　30%、期末課題30%として総合評価を行う。リアクションシートは次

　　回授業また個人発表については各回授業でフィードバックを行う。

【参考書】

　　　池田謙一『日本人の考え方世界の人の考え方：世界価値観調査か

　　ら見えるもの』（勁草書房、2016）

　　　山岸俊男『文化を実験する：社会行動の文化・制度的基盤』（勁

　　草書房、2014）
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日本語のしくみ

　―外来語への理解を深めよう―

大塚　みさ

１年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探究

【授業のテーマ】

　　　今や外来語を見聞きしない日はありません。ファッション雑誌や

　　ネットには外来語があふれており、実際には意味のよくつかめない

　　ことばもあることでしょう。一方で、若い世代がよく使う外来語が

　　性別や世代によっては馴染みのないことばであることも珍しくあり

　　ません。また、同じような意味の和語や漢語が存在することも多い

　　のに、外来語を選ぶのはなぜでしょうか。それがコミュニケーショ

　　ン上障害となることもあれば、逆に効果を発揮することもある理由

　　は何でしょうか。こうした疑問を解消するために、外来語について

　　多角的にアプローチしていきます。

　　　外来語への接触度や理解度には個人差があります。本科目は2学

　　科の全学生が受講できる点を生かして、教育支援ツールresponを用

　　いた積極的な意見交換の場を設けます。これまで何気なく目にして

　　きた外来語について、多角的な理解と関心を深めてほしいと願って

　　います。

【授業における到達目標】

　　・外来語をキーとして日本語を外から観察し、「国際的視野」を広

　　げられるようになります。

　　・日本語における外来語の本質を正しくとらえることで、ことばに

　　対する感性を磨き、「美の探究」を実践します。

【授業の内容】

　　第１週 イントロダクション―外来語とは？

　　第２週 言語文化論から見た外来語―雑種文化と外来語

　　第３週 衣食住にみる外来語 1 ファッション誌の中の外来語

　　第４週 衣食住にみる外来語 2 食文化と外来語

　　第５週 語彙調査にみる外来語 1 外来語は本当に多いのか

　　第６週 語彙調査にみる外来語 2 外来語がどこに多いのか

　　第７週 文化・娯楽場面の外来語 1 近現代小説の中の外来語

　　第８週 文化・娯楽場面の外来語 2 JPOP・映画と外来語

　　第９週 文化・娯楽場面の外来語 3 テレビ番組名の中の外来語

　　第10週 意識調査に見る外来語 1 世論調査結果を分析しよう

　　第11週 意識調査に見る外来語 2 新聞の投書から考えよう

　　第12週 外来語意識の実際―和製外来語とその構造

　　第13週 外来語と言語政策 1 言い換えのメリット・デメリット

　　第14週 外来語と言語政策 2 海外との比較

　　第15週 まとめと学びの振り返り

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の授業内容に関する課題に取り組み、responで他

　　の受講生と意見交換を行うことにより関心を深めること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （学修時間　週2時間）

　　【事後学修】授業内容をさらに発展させる課題に取り組み、その成

　　果をresponで共有して理解を深めること。 （学修時間　週2時間）

　　

【テキスト・教材】

　　ワークシートやプリントを配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　小規模のレポート課題（10月・11月・1月の3回）…70％

　　授業への積極的参加、事前・事後学修課題　　　…30％

　　レポート課題は数回後の授業時にルーブリック形式でフィードバッ

　　クを行います。事前・事後学修課題には、翌週授業時にフィードバ

　　ックを行います。

【参考書】

　　陣内正敬『外来語研究の新展開』（おうふう 2012年）2,080円

　　沖森卓也・阿久津智（編著）『ことばの借用』

　　                              （朝倉書店 2015年）2,808円

　　そのほか、授業中に適宜紹介する予定です。

【注意事項】

　　・短期大学部受講ルールを厳守しましょう。

　
オーストラリア英語研修

　　

　

１・２年　集中　2単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　この研修の目的は、オーストラリアメルボルンのストッツカレッ

　　ジにおける英語研修と小学校におけるインターンシップ、ホームス

　　テイを通して、異国の言語と文化を体験し、参加学生の自立と英語

　　力向上、視野の拡大を図ることにあります。

【授業における到達目標】

　　　この科目の研修参加を通じて「国際的視野」、特に「多様な価値

　　観を持つ国内外の人々との交流を通して、相互の理解と協力を築こ

　　うとする態度」を養います。また「広い視野と深い洞察力を身につ

　　け、本質を見抜くことができる」研鑽力や、「目標を設定して、計

　　画を立案・実行できる」行動力の習得を目指します。

【授業の内容】

　　●2019年2月頃。約1ヶ月間。

　　●英語レッスン：現地の英語学校のクラスで受講

　　●アクティビティ：メルボルン市内見学

　　●インターンシップ：日本語教育を行っている地元小学校で、ティ

　　ーチングアシスタントとして、第4週に5日間授業補助のインターン

　　シップを行う。

　　●ホームステイ（3食込み）

【事前・事後学修】

　　　事前学修：現地の英語クラスでは、あらかじめ指定された範囲の

　　英文を読み、出された課題を解き、単語をチェックしておいてくだ

　　さい。

　　　事後学修：研修終了後に研修報告書を作成してください。

【テキスト・教材】

　　必要な資料は現地英語クラス内で配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　以下の資料に基づき選択科目として2単位が認定されます(100%)

　　①事前指導参加度

　　②現地での調査課題達成度

　　③現地英語レッスン参加度

　　④ホームステイ先での生活マナー

　　⑤ストッツカレッジ英語クラスの修了証

　　英語レッスンの教師から英語習得についてフィードバックがありま

　　す。

【注意事項】

　　　①この科目履修は、1年生も2年生も専門教育科目「オーストラリ

　　ア文化事情」「研修プレップ英語」の修得見込みが条件です。

　　　②リスクマネジメントのために共通教育科目「海外研修」を履修

　　することを強く勧めます。

　　　③英会話練習のため「Workshop A～F」の履修を強く勧めます。

　　　④事前指導参加態度が悪いと参加が認められなくなります。

　　　⑤参加終了後に「研修報告書」を提出してもらいます。

　　　⑥本研修は、GPAの成績によって応募できないこともあるので、

　　履修要項を確認してください。
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ハワイ英語研修

　　

　

１・２年　集中　2単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　この研修の目的は、ハワイ州ホノルル市のインターカルチュラル

　　コミュニケーションズカレッジにおける英語研修、ホームステイを

　　通して、異国の言語と文化を体験し、学生の自立と英語力向上、視

　　野の拡大を図ることにあります。

【授業における到達目標】

　　　この科目の研修参加を通じて「国際的視野」、特に「多様な価値

　　観を持つ国内外の人々との交流を通して、相互の理解と協力を築こ

　　うとする態度」を養います。また「広い視野と深い洞察力を身につ

　　け、本質を見抜くことができる」研鑽力や、「目標を設定して、計

　　画を立案・実行できる」行動力の習得を目指します。

【授業の内容】

　　●期間：2019年2月中旬から約3週間

　　●英語レッスン：現地の英語学校のクラスで受講

　　●アクティビティ：ホノルル市内見学

　　●ボランティア：地元イベントのスタッフ活動。（1週間を予定）

　　●ホームステイ（2食込み）

【事前・事後学修】

　　　事前学修：現地の英語クラスでは、あらかじめ指定された範囲の

　　英文を読み、出された課題を解き、単語をチェックしておいてくだ

　　さい。

　　　事後学修：研修終了後に研修報告書を作成してください。

【テキスト・教材】

　　必要な資料はESLクラス内で配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　以下の資料に基づき選択科目として2単位認定されます（100%）

　　①事前指導参加度　

　　②現地での調査課題達成度

　　③英語レッスン参加度　

　　④ホームステイ先での生活マナー

　　⑤インターカルチュラルコミュニケーションズカレッジ英語クラス

　　の修了証

　　英語レッスン教師から英語習得のフィードバックがあります。

【注意事項】

　　　①1年生は専門教育科目「アメリカ文化事情」、「研修プレップ

　　英語」、2年生は「アメリカ文化事情」、「観光英語」の履修およ

　　び単位取得見込みが条件となります。

　　　②リスク管理のため「海外研修」履修を強く勧めます。

　　　③英会話練習のため「Workshop A～F」の履修を強く勧めます。

　　　④事前指導参加態度が悪いと参加が認められなくなります。

　　　⑤参加終了後に「研修報告書」を提出してもらいます。

　　　⑥本研修は、前期GPAの成績によって応募できないこともあるの

　　で、履修要項を確認してください。

　
沖縄インターンシップ

　リゾートホテルで就業体験♪

　　　

１年　集中　1単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　沖縄のリゾートホテルで就業体験を行います。

【授業における到達目標】

　　　沖縄のホテルでの就業体験を通じて、広い視野と深い洞察力を身

　　につけ、自信を創出する力を身につけ、現状を正しく把握し、課題

　　を発見する力や、自己や他者の役割を理解し、互いに協力して物事

　　を進める力も身につけます。

【授業の内容】

　　Ⅰ.期間及び時間数

　　　学科が指定した受入先で５日間以上、各日７時間を目安とした

　　　実習を終了することにより単位を認定します。実習のための

　　　欠席は、公欠扱いにはなりません。　

　　Ⅱ.内容

　　　原則無報酬です。 食費や交通費については、別途定めます。

　　

【事前・事後学修】

　　事前学修：受入機関および地域周辺の情報収集及び研究を行う

　　　こと。２時間以上。各日ごとの実習内容を意識し、実習当日

　　　の目標設定を行うこと。また、実習日ごとに振返りと反省を

　　　行うこと。各日１時間以上。

　　事後学修：日誌をまとめ、インターンシップ報告書の作成を行う

　　　こと。３時間以上。

【テキスト・教材】

　　プリントなどを配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　実習内容および提出されたインターンシップ報告書をもとに単位

　　を認定します。

【参考書】

　　　沖縄および実習先地域の歴史、関連するホテルに関する資料を調

　　べておくことを勧めます。

【注意事項】

　　　実習内容を的確にまとめ、インターンシップ報告書を作成し、受

　　入機関で必ず捺印やサインなどを記入いただくこと。

　　　単位認定を希望する場合は、所定の期間に英語コミュニケーショ

　　ン学科研究室に申請すること。
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観光概論

　観光現象の理論研究

武内　一良

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野

【授業のテーマ】

　　　人間は大昔から移動を繰り返し、今では世界中いたるところに人

　　間が住んでいます。野宿をして移動していた旅人に食事とベッドを

　　提供するホスピタリティの精神から宿泊施設が発達し、産業革命以

　　降発達した蒸気機関車を利用して旅行業が発展しました。

　　　本講座では、宿泊業界、旅行業界、航空業界をはじめ、様々な観

　　光現象について学んでいきます。観光業界に就職を希望する学生に

　　とって有益な知識と概念を学びます。

【授業における到達目標】

　　　宿泊業界、旅行業界、航空業界など、観光者が巻き起こす観光現

　　象について理解を深めることを目的としています。国際的な視野に

　　立脚した多文化社会に対応できる人材の育成に寄与する科目です。

　　本講座は、国際的視野に立脚し、観光全体を見渡せる研鑽力を養う

　　ものです。

【授業の内容】

　　第１週　授業の概要、評価方法、学問と哲学

　　第２週　物々交換と貨幣経済、産業革命と余暇活動

　　第３週　外貨獲得、経済効果、観光衛星勘定、見えざる輸出

　　第４週　観光現象の基本要素、観光形態

　　第５週　観光者１：人類の移動、観光者の定義と分類

　　第６週　観光者２：観光者の行動特性、社会的弱者

　　第７週　観光対象１：観光対象の分類、観光資源と観光対象

　　第８週　観光対象２：真正性、文化の商品化、文化変容

　　第９週　観光情報１：観光情報の意義、博物館の展示情報

　　第10週　観光情報２：国際語、製造物責任、自文化中心主義

　　第11週　外部講師：運輸業界と物流の視点に関する講義

　　第12週　観光ビジネス１：サービスとホスピタリティ

　　第13週　観光ビジネス２：航空連合、GDS、イールドマネジメント

　　第14週　観光ビジネス３：最大積載量、持続可能な観光開発

　　第15週　到達目標の確認（期末試験）

【事前・事後学修】

　　［事前学修］この授業には初めて聞く用語や概念が多く登場する

　　　ので、前回までの授業内容をしっかり理解するために最低でも

　　　毎回授業前に２時間はしっかり復習しておく必要があります。

　　［事後学修］授業終了後は授業での説明を思い起こしながら２時

　　　間程度は復習に充てる必要があります。

【テキスト・教材】

　　　毎回教材となる印刷物を配付します。期末試験の問題は、この印

　　刷物からのみ出題されます。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　成績評価は、期末試験の結果（100％）を基に行います。授業の

　　フィードバックは、毎回翌週の授業の冒頭に行います。

【参考書】

　　　必要に応じて授業で紹介します。

【注意事項】

　　　第１回目の授業で、授業スケジュールと成績評価に関する細則を

　　発表しますので、必ず出席してください。

　
エアライン演習

　─思いやりを表現するために─

齋藤　明子・塩崎　純子

１年　後期　1単位　　

◎：協働力　○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　航空会社の事例を中心に「ホスピタリティマインド」とは何か、

　　日常生活で日々目にしているさまざまなサービスや接遇の例を通し

　　その基礎的な概念を学びます。

　　　さらに、観光産業の一例として、主にエアラインを取り上げ求め

　　られる資質について考察すると共に、社会においてのコミュニケー

　　ション能力を高めるための具体的な知識の修得を目標とします。

　　

【授業における到達目標】

　　ホスピタリティマインドやマナーを通じて、プロトコールを学び、

　　DPに掲げた「国際的視野・共働力・研鑽力」を身につけて欲しい。

【授業の内容】

　　　１．ホスピタリティ・マインドについての基礎知識

　　　２．基本のマナー：第一印象の重要性

　　　３．身だしなみ

　　　４．挨拶

　　　５．立ち居振る舞い

　　　６．言葉遣いの基本①　敬語の基本

　　　７．エアラインの接客対応①　サービスドリル（接客応対）

　　　８．面接対策①　（基本動作）

　　　９．エアラインの接客対応②　サービスドリル（機内対応）

　　　10．言葉遣いの基本②　接遇話法

　　　11．面接対策②　（集団面接）

　　　12．職場のマナー　

　　　13．エアラインのサービス（ビデオ視聴）

　　　14．演習

　　　15．解説

【事前・事後学修】

　　・事前学修　配付する資料を、次回授業までに予習しておくこと。

　　　　　　　　（学修時間　約２時間）

　　・事後学修　講義内容を必ず復習をすること。

　　　　　　　　（学修時間　約２時間）

【テキスト・教材】

　　　プリントを使用します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　定期試験成績と平常点（授業への積極参加、小テスト、レポー

　　ト、授業での表現力）で総合的に判断します。

　　　配分基準：定期試験50％、平常点50％

　　試験結果は最終授業でフィードバックを行います。

【参考書】

　　　適宜、授業中に紹介します。

【注意事項】

　　　第１回目の授業で、授業スケジュールや注意事項などを発表しま

　　す。
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ホスピタリティ論

　ホスピタリティの理論研究

武内　一良

１年　後期　2単位　　

◎：協働力　○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　かつて顧客に対してさまざまな便宜を図り、その対価をもらうこ

　　とで利益を得るビジネスを総称して、私たちはサービス業界と呼ん

　　でいました。しかし、サービスという言葉には、顧客が上で従業員

　　が下という上下関係が感じられるので、顧客と従業員とは対等の関

　　係にあるいう近代的な考えの下に、このサービス業界をホスピタリ

　　ティ業界と言い換えて呼ぶようになりました。

　　　この講義では、サービスとホスピタリティという用語の違いを認

　　識しながら、最終的にはホスピタリティとは如何なる存在であるの

　　か、その本質に迫っていきます。

【授業における到達目標】

　　　この科目は、以下の3点を中心に学んでいきます。

　　１　サービスの持つ特性を学ぶ。

　　２　ホスピタリティが生み出された歴史的経緯を知る。

　　３　サービスとホスピタリティの違いを理解する。

　　　ディプロマポリシーとの関係では、他者の意図を理解して相互に

　　豊かな人間関係を構築する協働力に該当し、副次的に国際的視野に

　　基づく研鑽力を養うものです。

【授業の内容】

　　第１週　授業の概観、評価方法、授業スケジュール

　　第２週　利他的行為の源泉とその歴史的推移

　　第３週　サービスとホスピタリティ

　　第４週　外部講師：ホスピタリティ業界における事例

　　第５週　ホスピタリティ研究における具体的なテーマの発表

　　第６週　日常生活圏の店舗における対人サービス１（導入）

　　第７週　日常生活圏の店舗における対人サービス２（応用）

　　第８週　日常生活圏の対人サービスに対するクラス討論

　　第９週　非日常生活圏の店舗における対人サービス１（導入）

　　第10週　非日常生活圏の店舗における対人サービス２（応用）

　　第11週　非日常生活圏の対人サービスに対するクラス討論

　　第12週　公的機関における対人サービス１（導入）

　　第13週　公的機関における対人サービス２（応用）

　　第14週　公的機関の対人サービスに対するクラス討論

　　第15週　ホスピタリティ研究の最終報告

【事前・事後学修】

　　［事前学修］通学路に存在するさまざまな店舗でのサービスにつ

　　　いて観察する習慣をつけます。毎回授業前に２時間予習をする

　　　習慣をつけてください。

　　［事後学修］毎回授業終了後に２時間時間を取り、ホスピタリテ

　　　ィに関する議論の趣旨を確認しながら次回の討議に備えてくだ

　　　さい。

【テキスト・教材】

　　　必要に応じて配付する印刷物を教材とします。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　３回にわたるクラス討論（各10％）と小論文（70％）を基に評価

　　します。クラスの討論では、その都度参考となる考えをフィードバ

　　ックしていきます。

【参考書】

　　　必要に応じて授業で紹介します。

【注意事項】

　　　第１回目の授業で、授業スケジュールと成績評価に関する細則を

　　発表しますので、必ず出席するようにしてください。

　
観光地理

　日本と世界を旅する講座

内藤　芳宏

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野

【授業のテーマ】

　　　旅や地理は知らない土地の知らない人たちや自然に対する好奇心

　　で成り立っています。地理学的な視点から国内・海外の観光に関す

　　る知識の修得を目的とします。

　　　また「旅行業務取扱管理者試験」の「地理分野」に対応すべく、

　　国内の観光地を中心に、基本的な知識習得と関連事項等の理解する

　　ための内容を取り扱います。また海外の観光地について地理学的視

　　点からの知識及び思考の修得を目指します。

　　

【授業における到達目標】

　　〈態度〉学生が修得すべき｢国際的視野｣のうち、国内外の観光地を

　　自然地理・人文地理の両側面から観光地情報を正確に知識を得よう

　　とする不断の努力を行こなうこと。知識修得のためにゆるぎない、

　　自らに負けない真剣な姿勢を期待する。｢美の探究｣のうち、知らな

　　い土地の知らない人たちや自然に対して感受性を深めること。

　　〈能力〉学生が修得すべき｢研鑽力｣のうち、観光地理を学ぼうとす

　　る真摯な姿勢を修得すること。｢行動力｣のうち地理的空間を正しく

　　把握し、観光地の課題を発見すること。｢協働力｣のうち、受講者を

　　互いに尊重し、知的好奇心を刺激しあい真面目に学びあうこと。

【授業の内容】

　　第1週　地理を学ぶ視点・日本の諸地域を概観する

　　第2週　日本の交通網（新幹線、空港、高速道路）

　　第3週　日本の観光地を学ぶ１（北海道・東北地方）

　　第4週　日本の観光地を学ぶ２（関東地方）

　　第5週　日本の観光地を学ぶ３（中部地方）

　　第6週　日本の観光地を学ぶ４（近畿地方）

　　第7週　日本の観光地を学ぶ５（中国・四国地方）

　　第8週　日本の観光地を学ぶ６（九州・沖縄地方）

　　第9週　日本の世界文化遺産・世界自然遺産

　　第10週　国家試験問題から地理分野のポイントを考える

　　第11週　狭くなった地球（時空を越えて・時差を理解する）

　　第12週　アジアを訪ねる

　　第13週　ヨーロッパを訪ねる

　　第14週　アメリカ合衆国を訪ねる

　　第15週　まとめ・総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】開講までに日本の都道府県・各県庁所在地・新幹線の

　　路線、世界遺産など地理的基礎事項について確認しておくこと。毎

　　回の授業範囲の略図を描き、上記事項に加えて貴方の既存の地理情

　　報を書き込みを行うためには2時間以上/週の予習が必要である。

　　【事後学修】授業で取り扱った地名等、場所はその都度ノートにま

　　とめ、正確に定着させる。家庭での学習せずして知識の定着や発展

　　は望めず、そのためには2時間以上/週の復習が必要である。

【テキスト・教材】

　　「旅行業務入門」第19版（株）JTB総合研究所　1810円（税別）

　　またその都度、配布プリント等を指示します。

　　　なお高校で使っていた「地図帳」を必ず用意してください。所持

　　していない場合は同等の地図帳を各自で求めてください。地図帳は

　　地理を学ぶ必須アイテムです。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　定期試験と平常点（小テストと毎時間ごとのコメントペーパー）で

　　総合的に判断します。小テストは次回の授業、試験結果は授業最終

　　回でフィードバックする。配分基準；定期試験50％、平常点50％

【参考書】

　　地理教育研究会編「知るほど面白くなる日本地理」日本実業出版社

　　水野一晴「自然のしくみがわかる地理学入門」ベレ出版

　　宇田川勝司「なるほど世界地理」ベレ出版
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　 【注意事項】

　　観光地理にかかわる内容は、地域や取り上げる事象によって興味の

　　あり方や関心度が変化するので、日ごろから国内外を問わず見聞を

　　広め、研究するよう意識してください。また講義中の板書以外の事

　　項でも適切にメモをノートに取る力を身につけることも肝要です。

　　難しいこと、既存の知識にないことを学び、曖昧な理解は社会にお

　　いて意味を成さないことを肝に銘じてください。

　　なお前期科目の｢旅行実務｣とあわせて受講することを勧めます。

　
観光英語

　　

武内　一良

１年　前期　1単位　　

◎：行動力　○：国際的視野、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　この授業は、海外旅行で必要となる英語の運用能力を測定する観

　　光英語検定（全国語学ビジネス観光教育協会主催）の３級合格を目

　　指します。そのため、本講座は、観光英語検定３級（受験料￥3700

　　予定）を申し込むことが履修の条件となります。受験料は授業中に

　　徴収します。

　　　さらに、英語コミュニケーション学科主催のハワイ英語研修に参

　　加する場合、

　　①１年生は「研修プレップ英語」と「アメリカ文化事情」

　　②２年生はこの「観光英語」と「アメリカ文化事情」

　　を履修し、それぞれの科目の単位を修得見込みであることが参加の

　　条件となります。

【授業における到達目標】

　　　この科目は、以下の点を中心に進めていきます。

　　１　観光英語検定３級合格を目指す。

　　２　海外旅行に必要な最低限の語彙力と表現力を身につける。

　　３　観光業の基礎的な業務を理解する。

　　　ディプロマポリシーとの関係では、検定試験合格を目指す行動力

　　を中心に、国際語として英語を用いながら国際的視野と研鑽力を身

　　につけていきます。

【授業の内容】

　　第１週　授業紹介、評価方法、観光英語検定の概略

　　第２週　過去問題Ａ（筆記）60分

　　第３週　過去問題Ｂ（リスニング）30分

　　第４週　設問１「語彙力」（英→日）対策

　　第５週　設問２「語彙力」（日→英）対策

　　第６週　設問５「日本の観光地理」対策

　　第７週　設問５「世界の観光地理」対策

　　第８週　設問２「場面会話」の対策

　　第９週　設問３「単語の並べ替え」対策

　　第10週　設問４「広告読解」対策１（前半）

　　第11週　設問４「広告読解」対策２（後半）

　　第12週　日本文化紹介１

　　第13週　日本文化紹介２

　　第14週　過去問題Ｃ（筆記）60分

　　第15週　総合問題

　　

　　上記順番は変わることがあります。

【事前・事後学修】

　　［事前学修］観光英語検定試験３級は、授業での指示に従って準

　　　備をすれば合格に手が届く検定試験です。最低でも授業の前に

　　　１時間は予習してください。

　　［事後学修］授業終了後は速やかに１時間以上の復習を欠かさず

　　　行う習慣をつけてください。

【テキスト・教材】

　　　毎回、授業の冒頭で配付する印刷物を教材として使用していきま

　　す。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　最期の週に行なう総合問題（50％）とその前の週に行なう過去問

　　題Ｃ（50％）の結果を基に評価します。問題に対する解答は毎回授

　　業でフィードバックしていきます。

【参考書】

　　　必要に応じて授業で紹介します。

【注意事項】

　　　第１回目の授業で、授業スケジュールと成績評価に関する細則を

　　発表しますので必ず出席してください。また、ハワイ英語研修に参

　　加する２年生（１年生は対象外）は、この科目を必ず履修しなけれ

　　ばならないので注意してください。
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旅行実務

　旅行業務の基礎知識

古谷　昌重

１年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　　旅行は、私たちにとって身近なものであると同時に、産業として

　　も重要性を増しています。その旅行を取り巻く現状と旅行業界の仕

　　組みや仕事について幅広く学びます。

　　添乗員の役割とマナーを理解し、添乗員として知っておかねばなら

　　ない旅行業務（国内・海外）に関する基本的な知識を修得してゆき

　　ます。

【授業における到達目標】

　　１ 旅行業務（国内・海外）に関する基礎的な知識を修得する。

　　２ 国内旅程管理主任者（国内添乗員）の資格取得の一助となる基

　　礎知識を修得する。

　　３ 旅行に関する情報収集方法と基礎知識を身に着け、実生活に役

　　立てられるようにする。

　　　ディプロマポリシーとの関連:旅行業務で大切となる「協働力」

　　や、添乗員に求められる「国際的視野」と「行動力」の重要性につ

　　いて学びます。そして、学ぶ楽しさを知り、学修を通して自己成長

　　する「研鑽力」を身に着けます。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス（授業の進め方と旅行の現状について）

　　第２週　旅行業のあらまし

　　第３週　添乗員と添乗業務の基礎

　　第４週　国内旅行の基礎知識（主要観光地と観光スポット）

　　第５週　国内旅行の基礎知識（JR、鉄道）

　　第６週　国内旅行の基礎知識（航空、その他の運送機関）

　　第７週　国内旅行の基礎知識（観光情報、宿泊、食事）

　　第８週　国内旅行の基礎知識（パッケージツアーと団体旅行）

　　第９週　海外旅行の基礎知識（主要観光地と観光スポット）

　　第10週　海外旅行の基礎知識（運送機関）

　　第11週　海外旅行の基礎知識（宿泊機関）

　　第12週　海外旅行の基礎知識（渡航手続と出入国手続）

　　第13週　業法・約款

　　第14週　外部講師による特別講演（空港送迎・旅程管理：㈱TEI）

　　第15週　復習テスト

【事前・事後学修】

　　　事前学修：旅番組や雑誌、ガイドブックや旅行パンフレットなど

　　を見て、旅への興味と関心を深めてください。テキストに出てくる

　　わからない業界用語や観光施設、宿泊先、食事場所などについての

　　下調べや情報収集を行ってください。

　　　事後学修：テキストや教材の内容を復習し、用語や意味を確実に

　　理解してください。

　　事前・事後学修合わせて週２時間以上の学修を行なってください。

【テキスト・教材】

　　　『旅行業務入門』（JTB総合研究所 2017年） 1,950円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　復習テスト40%、小レポート30%、平常点（授業への積極参加）30

　　%を基準に評価します。小レポートは次回授業で、復習テストは最

　　終授業でフィードバックを行います。

【参考書】

　　　原 好正『「日本一の添乗員」が大切にする接客の作法』2015 朝

　　日新聞出版

　　その他、必要に応じて授業で紹介します。

【注意事項】

　　　第一回目の授業で、授業の進め方と成績評価に関する説明を行い

　　ますので必ず出席してください。また、羽田空港でのインターンシ

　　ップを希望する学生は、この授業を履修することを勧めます。

　　　受講人数制限40名（制限を超えた場合は抽選）

　
ホテル実務

　　ホテリエの実務とホスピタリティ

加藤　雅一

１年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　国際的な仕事の舞台といわれるホテルで活躍する『ホテリエ』を

　　目指す学生を対象に、宿泊部門、料飲部門、宴会部門等の基礎と

　　実務について学習しながら、ホテリエに欠かせないホスピタリテ

　　ィ、テーブルマナー、プロトコールの理解を深めていく。

【授業における到達目標】

　　ホテリエの基礎知識を国際的視野に立って修得する。テーブルマナ

　　ーを理解する。日本の文化・精神を知り、世界に発信しようとする

　　姿勢と、物事の真理を探究することによって、新たな知を創造しよ

　　うとする姿勢と行動力を修得する。また、学修成果を実感して、自

　　信を創出することができる能力、現状を正しく把握し、課題が発見

　　できる能力、自己や他者の役割を理解し、互いに協力して物事を進

　　めることができる自己研鑽力を修得することを達成目標とする。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　ホテルの基礎

　　第３週　ホテルの経営形態と運営組織

　　第４週　ホテルサービスの基本

　　第５週　第４週までの復習と小テスト

　　第６週　宿泊部門の基本

　　第７週　宿泊部門の実務

　　第８週　料飲部門の基本と実務

　　第９週　宴会部門の基本とプロトコール

　　第10週　第９週までの復習と小テスト

　　第11週　調理部門の基本

　　第12週　マーケティング部門の実務

　　第13週　管理部門の基本と実務

　　第14週　第１３週までの復習と小テスト

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】小テスト等の課題に取り組むこと。（学修時間　週１

　　時間）

　　【事後学修】小テスト等を復習すること。次回の授業範囲を予習

　　し、専門用語等を理解しておくこと。（学修時間　週１時間）

【テキスト・教材】

　　プリントを使用する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　小テスト50%、平常点（授業態度、課題提出、授業への積極参加等

　　）50%で評価します。小テストは、次回授業でフィードバックを行

　　う。

【参考書】

　　適時表示します。

【注意事項】

　　各回の授業内容を、事前に配布するプリントの該当箇所で予習して

　　ください。
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コンシェルジュ論

　―コンシェルジュから学ぶホテリエの仕事とホスピタリティ―

池田　里香子

１年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　　おもてなしの代名詞となっている“コンシェルジュ”という言葉

　　の原点である国際的な仕事の舞台、究極のサービス業と言われる

　　職業の代表＝ホテルにて活躍する“コンシェルジュ”に焦点を当て

　　ホテリエとして必要な基礎知識、仕事について学びながら、ホテル

　　業界のみならず、接客業・サービス業全般に欠かすことの出来ない

　　ホスピタリティについて講義する。

　　ホテルでの実例や映像も利用し現場の業務を詳しく説明していく。

　　　その他、おもてなしに欠かせない自分自身を美しく輝かせる為の

　　身だしなみ講座やマナー演習を行う。

【授業における到達目標】

　　　コンシェルジュという職業を通し、人間関係の基礎となるマナー

　　　とコミュニケーション能力を学び身に付け実践できる様にする。

　　　海外からのお客さまへホスピタリティを提供する為の国際的視野

　　　を養い、自身の心と外見を磨き向上させる態度を身に付ける。

　　　お客さまからのリクエストに対し、「Ｎｏと言わない」為に必要

　　　な真摯な対応、諦めずに解決の糸口を探しだす研鑽力、行動力、

　　　他者との惜しみない協働力を修得する。

【授業の内容】

　　第１週　ホテルとは/コンシェルジュとは

　　第２週　ホテルの星による格付け/コンシェルジュの歴史と発展

　　第３週　客室のカテゴリー/コンシェルジュの規律、定義

　　第４週　アメニティとVIPゲスト/コンシェルジュの哲学

　　第５週　コンシェルジュの外見・資質

　　第６週　コンシェルジュの知識・常識　　

　　第７週　ホテルの組織/コンシェルジュの組織とデスク

　　第８週　ホテリエに必要な身だしなみ講座

　　　　　　～日本メイクアップ協会認定講師　湯浅妙子氏

　　　　　【注意事項】調整により、前後の週に変更になる場合もある

　　第９週　コンシェルジュの業務・役割

　　第10週　ホテルの各部門の仕事/同僚、他部署、マネジメントとの

　　　　　　関係、ホテル外の人脈

　　第11週　コンシェルジュとお客さまとの関係

　　第12週　コンシェルジュ演習

　　第13週　ホテリエに必要なマナー演習、プロトコール

　　第14週　コンシェルジュの利点、一流のホスピタリティ

　　第15週　まとめ・総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】各回の授業内容を、テキストの該当箇所で予習して

　　　おくこと。提出と発表の課題に取り組むこと。

　　（学修時間　週２時間程度）

　　【事後学修】毎回配布する資料・プリントを読み復習しておく

　　　こと。（学修時間　週２時間程度）

【テキスト・教材】

　　　池田里香子著『お客さまが心を開く「おもてなしの鍵」』

　　　（明日香出版社、2014年）1,620円

　　　プリント『LE HALL～読み継がれるコンシェルジュの愛読書～』

　　　（オータパブリケイションズ、2007年～2008年）

　　　　HOTERES連載よりを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　配分基準：定期試験60％と平常点（授業態度、演習内での

　　　　表現力・積極性、提出課題）40％で総合的に判断する。

　　　　提出課題は次回授業、試験結果は授業最終回でフィードバック

　　　　を行う。

【参考書】

　　　池田里香子著『スイートルームに泊まる人のたった１つの習慣』

　　　（あさ出版、2012年）1,512円

　
航空実務

　―航空・航空業界を知ることで「働く」を考える―

沈　　香順

１年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、美の探求

【授業のテーマ】

　　自分自身をプロジェクト！

　　　LCCの台頭、新規事業や路線展開、空港での新たなサービスな

　　ど、航空業界を取り巻く環境は日々変わります。世界・経済情勢の

　　変化が直結している業界でありインフラとしても社会的な責任も担

　　っています。そして東京オリンピック・パラリンピックの開催を控

　　え航空会社はさらなる飛躍、展開をしようとしています。航空会社

　　の取り組みや役割を学ぶことは航空業界、航空関連業界に就職を希

　　望する学生に役立つ知識となります。

　　　講義では「覚える」ことよりも自分で自分の将来を「考える」こ

　　とを重要視していきます。どんな自分になるために何をすべきかと

　　いう【自分プロジェクト】を実施していきます。就職活動に直接的

　　に活かせるレポート作りやポイントをアドバイスしていきます。

　　　「働き方は生き方」です。女性が「ライフイベントに対応し続け

　　るスキル」とはどういうことなのか、今がそれを考える時と捉え、

　　自分を振り返り、就職活動に向けた準備・対策も行います。

【授業における到達目標】

　　主体的に考え行動する力

　　　卒業後の進路に向け課題を発見する力をつけ、解決のための方法

　　を考え、具体的な行動に移していくことを目指します。

　　美の探求

　　　自立した女性を目指し、内面の豊かさを高めていきます。

【授業の内容】

　　第１週　　航空業界概論

　　第２週　　航空業界の今

　　第３週　　航空の歴史と航空機の変遷

　　第４週　　規制緩和とオープンスカイ

　　第５週　　航空業界の国際ルール

　　第６週　　ＬＣＣの台頭とＦＳＣの役割

　　第７週　　航空会社の業務に必要な知識（全般）

　　第８週　　航空会社の業務に必要な知識（空港編）

　　第９週　　実務ーグランドスタッフ

　　第10週　　実務―航空業界・各職務について①

　　第11週　　実務―航空業界・各職務について②

　　第12週　　観光業界との関り　

　　第13週　　航空業界就職のためのガイダンス

　　第14週　【校外学習】空港見学

　　      　（２０１９年１月１９日羽田空港を予定）

　　第15週　まとめ・総括

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　　航空業界に関する報道に関心を持つよう願います。適宜授業内で

　　時事問題に関するグループディスカッションを行います。（学修時

　　間、週1時間）

　　【事後学修】

　　　授業内容の復習、専門用語などの理解を自主的に行うことを勧め

　　ます。

【テキスト・教材】

　　必要に応じプリント・教材等を用意します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業態度40％、レポート30％、授業内での小レポート30％

　　小レポートは個別返却時に、レポートについては最終授業内でフィ

　　ードバックを行います。

【注意事項】

　　　航空業界への就職希望にはこだわらず、「就職」を真剣に考える

　　学生を対象とした講義です。前向きに取り組む熱意と向上心を望み

　　ます。２０１９年１月１９日土曜日に校外実習・見学を予定してい

　　ることを考慮して受講して下さい。
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ツアープランニング

　海外旅行実務の基礎知識

古谷　昌重

１年　後期　1単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　　旅行業界への就職を目指し、添乗業務を希望する学生や、海外旅

　　行に関心がある学生に対して、海外旅行での様々な場面における対

　　応に必要となる基礎知識の修得を目的とします。

　　　世界の観光地を巡るツアーを、添乗員としての基本動作を学びな

　　がら辿り、海外旅行に必要な知識と心構えを学んでゆきます。

　　また、学んだ知識を活かし、自分で実際にツアーをプランニングし

　　てみます。各回の授業で得た知識を基に、自分自身が旅したい、案

　　内したいと思うツアープランを少しずつ組み立ててゆきましょう。

　　最終回の授業で完成させます。

【授業における到達目標】

　　1 海外旅行に必要な基礎知識を修得する。

　　2 添乗員としての基本動作とマナーを修得する。

　　3 旅行に関する情報収集方法と基礎知識を身に着け、実生活に役立

　　　てられるようにする。

　　　ディプロマポリシーとの関連：旅行に関する学修を通じ、「国際

　　的視野」と旅行業務遂行の上で大切となる「協働力」や添乗員に求

　　められる「行動力」の重要性について学びます。そして、学ぶ楽し

　　さを知り、学修を通して自己成長する「研鑽力」を身に着けます。

【授業の内容】

　　第１週　ガイダンス（授業の進め方と観光について）

　　第２週　観光の仕組み（観光資源と観光産業）

　　第３週　旅行業と旅行商品

　　第４週　国内旅行と海外旅行の相違点（旅券、査証、C.I.Q）

　　第５週　国際運送約款と航空知識

　　第６週　ツアープラン作成（出発前の準備と観光情報の収集）

　　第７週　日本出発、海外への飛行、現地到着

　　第８週　海外での移動、ホテル滞在

　　第９週　海外での食事（レストラン、メニュー、マナー）

　　第10週　海外での観光、視察、自由行動、ショッピング

　　第11週　帰国（ホテル出発、空港、機内、日本到着）

　　第12週　トラブル対応と危機管理

　　第13週　観光マーケティングとツアープランニング

　　第14週　旅の歴史とこれからの旅行

　　第15週  ツアープラン作成の演習

【事前・事後学修】

　　　事前学修：旅番組や雑誌、ガイドブックなどを見て、旅への興味

　　と関心を深めてください。旅行パンフレットや新聞広告に掲載され

　　ている旅行商品を見て、どのようなツアープランニングがされてい

　　るか調べてください。わからない業界用語や観光施設、宿泊先、食

　　事場所などの情報について調べたり情報収集を行ってください。

　　　事後学修：テキスト等で用語や意味を確実に理解してください。

　　事前・事後学修合わせて週２時間以上の学修を行なってください。

【テキスト・教材】

　　　『旅行業務入門』（JTB総合研究所 2017年） 1,950円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　演習課題40%、小レポート30%、平常点（授業への積極参加）30%

　　を基準に評価します。小レポートは次回授業で、演習課題は最終授

　　業でフィードバックを行ないます。

【参考書】

　　　原 好正『「日本一の添乗員」が大切にする接客の作法』2015 朝

　　日新聞出版

【注意事項】

　　　第一回目の授業で、授業の進め方と成績評価に関する説明を行い

　　ますので必ず出席してください。また、9月22・23日に開催される

　　ツーリズムEXPOは、旅行業界に直接触れることのできる良い機会で

　　すので積極的に見学してください。

　　　受講人数制限40名（制限を超えた場合は抽選）

　
ブライダルプランニング演習

　　

阿部　マリ子

１・２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　　ここ数年のブライダルマーケットは、晩婚化・少子化・婚礼実施

　　率（入籍者に対する結婚式実施者の率）の低下など厳しい状況が続

　　いていますが、日本全国各地のハード・ソフト共にクオリティの高

　　いウェディング施設の増加や、欧米文化である『ウェディングプラ

　　ンナー指名制』の定着化など、新郎新婦の結婚式への期待感は高ま

　　っており、ウェディングプランナーに求められる知識や提案力も多

　　岐に渡っています。

　　　ウェディングプランナーという仕事は、結婚する新郎新婦やご両

　　親、ご家族、ご親族、ご友人、職場関係の方等、新郎新婦に関わる

　　全ての方々の「幸せの瞬間」に携わる事の出来る素敵な仕事です。

　　　この授業では、ブライダルの基礎知識はもちろん、ウェディング

　　プランナーの仕事の流れを理解し、実践までを習得し、ウェディン

　　グのトレンドにも触れて頂きます。

　　＊課題では、各グループごとに結婚式を作成し実施する「模擬挙式

　　」を行います。

　　＊本授業はアクティブラーニングの手法を用いて行いますので

　　　受け身ではなく、主体的に参加して頂く必要があります。

　　　ディスカッションや発表など、毎授業実施します。

【授業における到達目標】

　　ウェディングにまつわる様々な知識を得た上で

　　模擬挙式進行表を作成する事により

　　日本のウェディング文化への理解と共に、個々の感受性,

　　研鑽力、行動力を高める。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　世界のウェディング・日本のウェディング

　　第３週　ウェディングプランナーの仕事とは

　　第４週　挙式の種類（キリスト教式）

　　第５週　挙式の種類（人前式）

　　第６週　挙式の種類（神前式・仏前式）

　　第７週　様々なウェディング施設

　　第８週　プランニングの流れ

　　第９週　挙式進行表作成について

　　第10週　挙式に関わる様々なアイテム

　　第11週　プランニング１（課題説明と作成方法）

　　第12週　プランニング２（課題作成準備）

　　第13週　模擬挙式プレゼンテーション

　　第14週　模擬挙式プレゼンテーション（予備日）

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】ウェディングに関する雑誌やサイトを見て興味を持っ

　　た内容について情報収集を行うこと。レポート・発表などの課題に

　　取り組むこと。（学修時間週2時間）

　　【事後学修】提出レポートなどを復習すること。専門用語等を理解

　　しておくこと。（学修時間週2時間）

【テキスト・教材】

　　資料は授業内で配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業内小テスト30%・コメントペーパー20％・授業内態度20%・プレ

　　ゼンテーション30％

【参考書】

　　授業内で紹介します。

【注意事項】

　　受講人数制限30名（制限人数を超えた場合、抽選）
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ウェディングコンサルティング演習

　　

阿部　マリ子

１・２年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　　ウェディングを取り巻くマーケットは、ブライダル施設だけでは

　　なく、さまざまなアイテム取扱い企業（ドレス・司会・ヘアメイク

　　等）やその他のさまざまな環境から成り立っています。

　　　新郎新婦と向き合うプランニングはもちろん、めまぐるしく変化

　　するブライダルのマーケットや、トレンドのアイテムをある程度把

　　握することも、ウェディングの業界では求められる事です。

　　　この授業では、ブライダルのまさにトレンドを学び、より実務レ

　　ベルで役に立つ「新規接客」や「プランニング」の力をつけていき

　　ます。

　　　＊本授業はアクティブラーニングの手法を用いて行いますので

　　　　受け身ではなく、主体的に参加して頂く必要があります。

　　　　ディスカッションや発表など毎授業実施します。

【授業における到達目標】

　　ウェディングにまつわる様々な知識を得た上で

　　【未来の自身のウェディングテーマ＆ビジュアルボード】を完成さ

　　せることにより、日本独特のウェディング文化への理解と共に、研

　　鑽力、国際的視野、個々の感受性を高める。

【授業の内容】

　　第１週　オリエンテーション

　　第２週　ウェディングマーケットのトレンド

　　第３週　ウェディングプランナーの役割

　　第４週　ウェディングを取り巻く一般常識

　　第５週　日本国内のウェディング施設

　　第６週　パーティ当日までの流れ

　　第７週　ウェディングの基礎知識（ドレス）

　　第８週　ウェディングの基礎知識（挙式）

　　第９週　ウェディングの基礎知識（招待状他ペーパーアイテム）

　　第10週　ウェディングの基礎知識（料理・ドリンク・ケーキ）

　　第11週　ウェディングの基礎知識（ヘア・メイク）

　　第12週　ウェディングの基礎知識（装花・コーディネート）

　　第13週　ウェディングの基礎知識（その他アイテム）

　　第14週　課題プレゼンテーション

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　【事前学修】ウェディングに関する雑誌やサイトを見て興味を持っ

　　た内容について情報収集を行うこと。レポート・発表などの課題に

　　取り組むこと。（学修時間週2時間）

　　【事後学修】提出レポートなどを復習すること。授業で紹介したサ

　　イトなどを見て復習し、専門用語等を理解しておくこと。（学修時

　　間週2時間）

【テキスト・教材】

　　資料は授業内で配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　授業内小テスト30％・授業内レポート20%・授業態度20%・プレゼン

　　テーション30％

【参考書】

　　授業内で紹介します。

【注意事項】

　　受講人数制限30名（制限人数を超えた場合、抽選）

　
レストランマネジメント

　　

高松　克之

１・２年　前期　2単位　　

◎：研鑽力　○：国際的視野、行動力

【授業のテーマ】

　　食事は1つの洗練された儀式です。動物は餌を喰らうと言います

　　が、人間は規律を守り原則として掟に沿って食事をします。文化・

　　宗教や意見の異なる人にも対応する術も食事の共有で学べます。単

　　純でいて、奥が深い食事力をいろんな観点から分析しましょう。そ

　　してコミュニケーション力と他喜力を鍛えます。

【授業における到達目標】

　　周りの目をフィルターにして知るのではなく、自分の目に映るもの

　　で感じることがあります。

　　 同じ場所にいるのではなく、今いる場所から動くと景色が変わり

　　ます。出会う人が変わると何かが前進します。

　　グループ発表、サービス実技、ホスピタリティ、食事のマナーを学

　　びます。どんな国でも社会でも基本は「人」です。

　　この授業ではコミュニケーション力・仲間力を考えます。

【授業の内容】

　　第１週目　オリエンテーション　授業の内容と進め方

　　第２週目　レストラン・接客の基本①　接客術　ラポール

　　第３回目　レストラン・接客の基本②　お客様の心理を理解する

　　第４回目　レストラン実技①　テーブルサービス説明

　　第５回目　レストラン実技②　テーブルサービス練習

　　第６回目　レストラン実技③　実技テスト　評価３０％

　　第７回目　レストラン実技④　お客様の対応技術とテーブルマナー

　　　　　　　レストラン業界のスタッフを迎えて顧客対応技術に関す

　　　　　　　る心得講座（積極的な質疑応答を求める）

　　第８回目　レストランでの会食・緊張感を共有する

　　第９回目　レストランで学んだことを再確認する。

　　第10回目　苦情と不満とは　食中毒

　　第11回目　デクバージョン　①オレンジ・キウイの皮むき盛り付け

　　第12回目　デクバージョン　②シーザースサラダ

　　第13回目　レストランウエディングを創る

　　第14回目　創作レストランウエディングのグループ発表

　　第15回目　国際人としての役割・期末筆記テスト

【事前・事後学修】

　　事前学修：次回の課題（宿題）を与えるので、個人またはグループ

　　　　で準備する。（例）グループでレストランブライダル企画を作

　　　　成してパワーポイントでの作成。ホテルサービスのコラムを読

　　　　んで感想文を提出する。（学修時間 週２時間）

　　

　　事後学修：授業に配布したプリントを理解してテストに備える。

　　　　実技は課題を復習し実技テストに備える。

　　　 （学修時間 週２時間）

【テキスト・教材】

　　授業に関してのプリントを毎回配布する。ファイルを準備して保管

　　してください。第8回目の授業はレストランで会食するので5,000円

　　の経費が必要です。第11回目、第12回目の実技には合わせて800円

　　の材料費が必要です。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　採点の基本「約束を守ること」：出席とレポート提出は当然で

　　す。それに加えて実技試験３０％、レポート内容４０％、期末筆記

　　試験３０％とします。

　　授業に積極的参加している学生には独断にて加点します。将来目標

　　設定表（書き方は授業にて説明）を提出していただき授業理解度を

　　フィードバックにて確認します。

【参考書】

　　絆が生まれる瞬間　高野豊

　　7つの習慣　スティービー・Ｒ・コヴィー

　　人を動かす　Ｄ・カーネギー

　　ビジネスで大切なものはすべてレストランで教わった　岡田博紀
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　 　　ホテル概論　ＪＴＢ総合研究所

　　サービス業のためのホスピタリティ　清水均

【注意事項】

　　毎回授業の初めに挨拶、お辞儀、８大接客用語の訓練を行います。

　　遅刻は交通機関の遅延のほかは原則受け付けません。実技の時は身

　　だしなみを整えてください（爪短く、長い髪は後ろにまとめる、靴

　　はパンプス）。レストラン会食はリクルートスーツ着用。受講人数

　　制限30名となります。

　
異文化コミュニケーション論

　　

久保田　佳枝

１年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探求、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、現代における諸現象を通して、「文化」というも

　　のに学際的（人類学・心理学・言語学・社会学・経営学など）にア

　　プローチしていきます。各回の授業では、学術的な基礎理論を概観

　　しながら、必要に応じて、映画やテレビなどの題材を通して理解を

　　深めていく。他者の理解を目指す異文化コミュニケーションを学習

　　することは、普段、何気なく感じている周囲と行動様式や考え方な

　　どの違いを認識することにも繋がります。

【授業における到達目標】

　　　この授業は、多様なものの見方・考え方を養うことを目標として

　　います。また、異文化コミュニケーションへの理解を深めること

　　で、国際的視野をも養いながら、美の探求および研鑽力の育成も目

　　指します。

【授業の内容】

　　1.  オリエンテーション（シラバス・テキスト・授業の進め方等の

　　　　　説明）

　　2.  異文化コミュニケーションを学ぶということ

　　3.  文化・コミュニケーション・コミュニケーションの要素

　　4.  自文化中心主義・文化相対主義

　　5.  自己とアイデンティティ

　　6.  ステレオタイプ・偏見・差別

　　7.  価値観・思考パターン①

　　8.  価値観・思考パターン②

　　9.  映像で見る異文化コミュニケーションの事例①

　　10.映像で見る異文化コミュニケーションの事例②

　　11.言語・非言語コミュニケーション①

　　12.言語・非言語コミュニケーション②

　　13.カルチャーショック・異文化適応

　　14.異文化コミュニケーション能力

　　15.まとめ

　　※外部講師による講義を予定しています（日程未定）。

　　※クラスの状況によって、順番が変更される場合があります。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】指定教科書の該当箇所（授業範囲）を読んでおくこ　

　　　　と。（学修時間は週2時間）

　　【事後学修】授業内容の理解を深めるために、専門用語を理解した

　　　　り、授業内容をノートやレポートとしてまとめたりしておくこ

　　　　と。（学修時間は週2時間）

【テキスト・教材】

　　　石井敏・久米昭元・長谷川典子・桜木俊行・石黒武人『はじめて

　　学ぶ異文化コミュニケーション：多文化共生と平和構築に向けて』

　　（有斐閣　2013年）2,000円＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点40%（授業への積極的な参加と貢献度・エクストラクレジ

　　ット等含む）、期末課題60%として総合評価を行なう。リアクショ

　　ンペーパーは次回授業でフィードバックを行なう。
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アメリカ文化事情

　　

久保田　佳枝

１・２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野、○：美の探究、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　この授業は、アメリカ文化を多角的に学びながら、アメリカへの

　　理解を深めていきます。具体的には、さまざまな人種・民族が入り

　　混ざりながらも互いの文化を共生・共存させている多様性の魅力を

　　考察していきます。コースの後半では、ハワイ海外研修参加に向け

　　て、学びの焦点をハワイ州に当て、ボランティア・ツーリズム等の

　　ホノルルフェスティバル参加の準備を行います。

　　

【授業における到達目標】

　　　アメリカ社会に関する幅広い知識を習得すると同時に、ハワイ海

　　外研修で参加するホノルルフェスティバルの準備（ボランティアに

　　必要な英語力習得・出店準備等）を行う。そのような種々の学習や

　　活動を通じて国際的視野を養いながら、美の探究や研鑽力の育成も

　　目指します。

【授業の内容】

　　1.  オリエンテーション

　　2.  アメリカとは①（領土・国旗・国歌・人種等）

　　3.  アメリカとは②（歴史等）

　　4.  日米文化の違い①（言語・非言語・コンテクスト等）

　　5.  日米文化の違い②（文化的自己観等）

　　6.  映像で見るアメリカ社会①（１世のアイデンティティ）

　　7.  映像で見るアメリカ社会②（２世以降のアイデンティティ）

　　8.  中間クイズ

　　9.  アメリカ社会における日系人・日本人（アイデンティティと　

　　　　   適応）

　　10. ハワイ州（ハワイの歴史と文化・日本とハワイの関わり）

　　11. ホノルルフェスティバル

　　12. ホノルルフェスティバル準備①（ボランティア英語）

　　13. ホノルルフェスティバル準備②（出店等準備①）

　　14. ホノルルフェスティバル準備③（出店等準備②）

　　15. まとめ

　　※上記は授業内容の一覧である。クラスの状況によって、順番が変

　　更される場合がある。

　　※外部講師を予定している（日程未定）。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】新聞・テレビ・インターネット等のメディアを通し　

　　　て、アメリカに関連する情報を収集する。（学修時間は２時間）

　　【事後学修】授業内容をノート等にまとめ、理解を深める。（学修

　　　時間は２時間）

【テキスト・教材】

　　　適宜プリントを配布する。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点30％、中間クイズ30%、期末課題40%として総合評価を行　

　　　う。

【参考書】

　　　授業中に必要に応じて呈示する。

【注意事項】

　　　ハワイ海外研修参加予定者は、この科目を必ず履修すること。

　
イギリス文化事情

　歴史から学ぶイギリス文化

太田　祐子

１・２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探求、研鑽力

【授業のテーマ】

　　　この授業では、イギリスの文化について、その歴史的背景を学び

　　ながら、国民性や生活の様子、さらには社会制度や芸術などの知識

　　を深める。

【授業における到達目標】

　　　イギリスの文化について理解を深めることができるようになる。

　　学生が修得すべき、多様性を受容し多角的な視点を以って世界に臨

　　む「国際的視野」を修得する。また、異文化における「美の探求」

　　を行い、広い視野と深い洞察力を向上させ「研鑽力」を身につけ

　　る。

【授業の内容】

　　第 1週　イントロダクション：イギリスの文化

　　第 2週　イギリスの歴史と風土

　　第 3週　イギリスの社会と制度

　　第 4週　イギリスの観光地

　　第 5週　イギリスの自然

　　第 6週　イギリスの料理

　　第 7週　イギリスの娯楽

　　第 8週　イギリスの住宅

　　第 9週　イギリスの教育

　　第10週　イギリスの産業　

　　第11週　イギリスの文学

　　第12週　イギリスの美術

　　第13週　イギリスの演劇

　　第14週　イギリスの女性

　　第15週　まとめ　　

【事前・事後学修】

　　 　事前学修： 教科書を読み、レポート、発表等の課題に取り組む

　　こと（学修時間　週２時間）

　　　 事後学修： 授業で扱ったテーマの中から、興味を持ったことに

　　ついて積極的に調査すること（学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　  近藤久雄、細川祐子、阿部美春著　『イギリスを知るための６５

　　章（第２版）』（明石書店　2014年）2,000円（税別）

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　定期試験　50％

　　平常点（発表、課題提出、コメントペーパー等）50％

　　課題は提出後コメントとともにフィードバックする。

【参考書】

　　『２１世紀イギリス文化を知る事典』（東京書籍　2009年）

　　『イギリス文化入門』（三修社　2010年）

　　『概説　イギリス文化史』（ミネルヴァ書房　2002年）
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東京文化事情

　　

野瀬　元子

１・２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　異文化間における国際コミュニケーションでは、他者に対して自

　　己を呈示するスキルが必要となります。そうしたスキルの獲得に

　　は、誰かに説明することを前提に、自分自身に関係する事柄につい

　　て興味を持つということがその第一歩となるといえるでしょう。授

　　業では外国人向けに作成された東京を特集した映像をみて、どうい

　　ったところに興味が持たれているのか確認します。異なる視点から

　　みた東京を確認後、毎回の授業では、実際に出かけて見に行くこと

　　のできる街、建築物、史跡を取り上げ、江戸から東京の変遷、カル

　　チャーの発信地としての東京という切り口から、東京の成り立ちや

　　文化について学びます。

　　　本授業は「東京シティガイド検定試験」（試験はすべて日本語）

　　を目指す学生の受講を想定し、出題範囲（テキスト）について地図

　　・写真・資料・映像の使用による確認作業を行います。

　　　自分が訪ねて確認してみようと思うテーマをみつける意識を持っ

　　て授業に出席してください。最後に、興味を持ったことについて文

　　献調査、実地調査したことをまとめて、自分の言葉で説明（プレゼ

　　ンテーション）する機会を持ちます。

【授業における到達目標】

　　・日本の文化・精神を知り、世界に発信しようとする態度をみに

　　　つける。

　　・自己や他者の役割を理解し、互いに協力してグループ・プレゼ

　　　ンテーションを進めることができる。

　　　◎：国際的視野　○：行動力、協働力

　　・教科書の単元ごとのキーワードを説明できるようになる。

　　・東京の地理・歴史に関する基礎的な知識を修得する。

【授業の内容】

　　１．授業の進め方の説明

　　２．メガシティ東京の概略

　　３．江戸の変遷１（成り立ち）

　　４．江戸の変遷２（江戸城造営）

　　５．江戸の変遷３（江戸の文化）

　　６．東京の変遷１（明治期）

　　７．東京の変遷２（大正昭和初期）

　　８．東京の変遷３（東京五輪前後）

　　９．東京の変遷４（70年代～90年代）

　　10．東京の変遷５（2000年代以降）

　　11．プレゼンテーションテーマの検討

　　12．プレゼンテーションテーマの発表

　　13．プレゼンテーション準備

　　14．プレゼンテーション１（1～5グループ）

　　15．プレゼンテーション２（6～10グループ）

【事前・事後学修】

　　　事前学修では、授業各回で指示するテキストの箇所を読み、地図

　　で場所を確認してくること。（事前学修時間　週２時間）

　　　事後学修では、各単元の小テストに解答すること。また、レポー

　　ト作成にあたって、図書館での文献調査、対象とする施設や地域を

　　実際に訪れて観察、インタビュー調査、資料収集などのフィールド

　　ワークを行う。これらの成果をグループワークで持ち寄り、グルー

　　プ発表テーマを討議できるように必要な情報・データを収集する。

　　（事後学修時間　週２時間）

【テキスト・教材】

　　　財団法人東京観光財団『江戸東京まち歩きブック』（中央経済社

　　，2017）2,300円＋税

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点（授業態度・課題提出）10%，プレゼンテーション30%，レ

　　ポート60%

　　　毎回の授業で執筆するリアクション・ペーパーの内容や質問につ

　　　いては次回の授業でフィードバックを行います。レポートは提出後

　　の授業でフィードバックを行います。

【注意事項】

　　パワーポイントを使用したグループ発表が課されます。
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オーストラリア文化事情

　　

三田　薫

１年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：美の探求、研鑽力

【授業のテーマ】

　　 この授業ではオーストラリアのメルボルンに滞在することを想定

　　して、その地で異文化交流するためのポイントを学んでいきます。

　　私たち日本人はオーストラリアについてどんなイメージを持ってい

　　るでしょうか。昼間はカンガルーやコアラとたわむれ、夕食は毎晩

　　オージービーフのステーキ、マリンスポーツで遊んで暮らせる天国

　　のような国というイメージを持っているとしたら、オーストラリア

　　人に「それは違う」と言われてしまいます。そういった思い込みを

　　できるだけ軌道修正しておきましょう。

　　　滞在する国の文化を学ぶことはもちろん欠かせませんが、それと

　　同時に自国の文化を知り、相手の国の人が日本について何を知りど

　　う考えているのかについて知っておくことも重要です。幸い海外に

　　は「日本が大好き」「日本はクール」と言ってくれる人がたくさん

　　います。そういう人たちの期待にこたえる異文化交流、日本紹介が

　　できるようになりたいものです。

　　　オーストラリアは世界中の人を受け入れ共存する道を模索してい

　　る多文化主義の国です。研修で滞在するメルボルンでは、ＥＳＬク

　　ラスやホームステイ先、街中で、さまざまな国籍や文化の人と出会

　　う機会があります。この授業で知識を深め、近い将来にオーストラ

　　リアを実際に訪れて、ぜひマルチカルチュラルな生活を体験してく

　　ださい。

【授業における到達目標】

　　　この授業では、オーストラリアの生活、文化、社会について幅広

　　く学ぶことにより、「国際的視野」、特に「多様な価値観を持つ国

　　内外の人々との交流を通して、相互の理解と協力を築こうとする態

　　度」を養うことを目指します。また「人文・社会・自然の中に価値

　　を見出し、感受性を深めようとする態度」（美の探求）や「広い視

　　野と深い洞察力を身につけ、本質を見抜くことができる」研鑽力も

　　養っていきます。

【授業の内容】

　　１. 異文化理解とは相手を知り、自分をより深く知ること

　　２. 国際色豊かな街、国際的イベントで賑わうメルボルン

　　３. 交通機関と公共施設の利用法

　　４. ホームステイ、水の使い方、病気の時は

　　５. ショッピングと防犯

　　６. 世界各国料理　グルメの街メルボルン

　　７. メルボルンでカフェ文化が発達した理由

　　８. オーストラリアの大自然

　　９. オーストラリアの小学校教育

　　10. 捕鯨問題：なぜあれほど反発されるのか

　　11. オーストラリアの高等教育

　　12. アボリジニーと移民の歴史、永住権取得

　　13. 太平洋戦争に対する各国の受け止め方

　　14. ＥＳＬクラスと文法用語

　　15. 学生レポート発表

　　（順序が変更になることがあります）

【事前・事後学修】

　　　事前学修：各回の授業内容について、あらかじめ文献を読み理解

　　を深めておいてください。

　　　事後学修：授業の最後には「確認テスト」のmanabaでの受験、授

　　業後にオンラインレポートを毎回提出します。その他に、学期末レ

　　ポートを提出します。（事前・事後合わせて週４時間以上）

　　

【テキスト・教材】

　　教材は必要に応じて配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　授業態度20％、確認テストとオンラインレポート40％、学期末レ

　　ポート40％

　　　　オンラインレポートと学期末レポートのフィードバックを翌週の

　　授業で行います。

【注意事項】

　　　「オーストラリア英語研修」参加者およびいつかオーストラリア

　　に行ってみたい学生向けの授業です。「オーストラリア英語研修」

　　参加者は必ず受講してください。
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東京ガイド論

　英語で日本文化事象を説明する

野瀬　元子

１・２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：研鑽力、協働力

【授業のテーマ】

　　　本演習は、通訳ガイドとして日本の観光地や日本文化の紹介を行

　　う際、異文化間の媒介者として必要となるスキルを身に付けること

　　を目的とする。授業では日本食や日本文化に関する説明場面で必要

　　となる知識習得、発信練習を行う。

　　　具体的には、スキルの一要素と考えられる外国人の視点や興味に

　　対する察知能力を高め、それらを意識した情報提供を心掛けられる

　　ようになるために、日本食や日本文化の説明に必要な知識を身につ

　　ける。その後、知識に留まらず発信できるようにするため、各自が

　　自分で決めたテーマについてプレゼンテーションを行うことを最終

　　目標とする。

【授業における到達目標】

　　・日本の文化・精神を知り、世界に発信しようとする態度をみに

　　  つける。

　　・目標であるプレゼンテーションを自らに課し、計画を立案・実

　　  行できる。

　　◎：国際的視野　○：研鑽力、協働力

　　・英語による日本文化の説明に関わる基礎的な用語・表現を修得

　　  する。

【授業の内容】

　　１．  イントロダクション　

　　　　　外国人の視点からみた日本のインバウンド観光

　　２．  寿司１（テキストによる用語説明）

　　３．  寿司２（小テスト，聞き取り）

　　４．  寿司３（小テスト，発音練習）

　　５．  寿司４（ロールプレイング）

　　６．  懐石料理１（テキストによる用語説明）

　　７．  懐石料理２（小テスト，聞き取り）

　　８．  懐石料理３（小テスト，発音練習）

　　９．  懐石料理４（ロールプレイング）

　　10．  明治神宮（ロールプレイング）

　　11．  テーマ別演習１（発表テーマ・役割分担の決定）

　　12．  テーマ別演習２（発表原稿の確定、発音確認）

　　13．  テーマ別演習３（プレゼンテーション・リハーサル）

　　14．  プレゼンテーション１　1～6グループ

　　15．  プレゼンテーション２　7～12グループ

【事前・事後学修】

　　　事前学修：配布プリントの文章のなかで、わからない単語は辞書

　　を引き、発音やアクセントが不明な単語は音声を繰り返し聞き、確

　　認する。何度も声を出して発音練習を行う。（事前学修時間　週２

　　時間）

　　　事後学修：プレゼンテーション原稿の作成に向けて、図書館で文

　　献を探し、定めれられた時間の中で口頭説明が終えられるように繰

　　り返し声を出して練習する。（事後学修時間　週２時間））

【テキスト・教材】

　　プリントを使用する

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　配分基準：毎回の授業への取り組みや実技への参加 50%, プレゼン

　　テーション 50%

　　　実技後のフィードバックは授業時に都度、フィードバックを行い

　　ます。

【注意事項】

　　　ガイドは口頭で情報を提供する役割を担います。そのため、必要

　　な情報を調べて、知識を習得する事前準備、聞き手にとってわかり

　　やすい発音、イントネーションを心がけて発話することが重要とな

　　ります。

　
研修プレップ英語

　　

デヴェラ，ローナ・Ｖ・Ｌ

１年　後期　1単位　　

◎：国際的視野、○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　The course is an English preparation course intended for

　　students who will be participating in study-abroad programs,

　　particularly the short-term four-week program in Melbourne,

　　Australia. As they will explore different topics related to

　　their overseas stay, they will also be able to acquire

　　linguistic and cultural knowledge needed for their overseas

　　stay. They will be given the opportunity to practice and

　　hone their communicative English skills for both academic

　　and practical settings. Students not participating in the

　　program but wish to brush up their speaking and writing

　　skills are welcome to join the class.

【授業における到達目標】

　　　This course is intended to help students develop an

　　international mindset and strengthen their analyzing skills.

　　The goal is to train them to think and respond in English

　　and equip them to be able to adequately function and

　　participate in a variety of situations for daily life in an

　　international setting. They will learn to engage in minor

　　research to gather useful and relevant information about

　　Australia (or the country where they wish to study abroad)

　　and be able to share these through discussion, written

　　reports, and presentations.

【授業の内容】

　　Week 1: Orientation and introduction to the course

　　Week 2: Making a self-introduction

　　Week 3: Introducing your school

　　Week 4: Homestay

　　Week 5: Introduction to the host country (Australia)

　　Week 6: Relationship between Japan and Australia

　　Week 7: Education

　　Week 8: Communication and media

　　Week 9: Getting sick and medical services/ Portfolio check

　　Week 10: Food

　　Week 11: Religion and holiday celebrations

　　Week 12: Etiquette, manners, and taboos

　　Week 13: Recreation and sports

　　Week 14: World heritage sites

　　Week 15: Portfolio check and wrap-up

【事前・事後学修】

　　事前学修：Students should come to class prepared and

　　complete all role-plays, in-class activities, presentations,

　　and other assigned work on time. （Approximately 1-2 hours a

　　week）

　　事後学修：Students must review past lessons and preview

　　lessons for the next meeting. （Approximately 1-2 hours a

　　week

【テキスト・教材】

　　Class materials and handouts will be provided by the

　　teacher. Have a notebook for taking notes and prepare a file

　　folder to be used as portfolio for keeping handouts and

　　assignments.

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　Class participation and attendance (20%)

　　Discussion and other in-class activities (40%)

　　Written reports (30%)

　　Portfolio (10%)

　　

　

英
コ
ミ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

－41－

英
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

─ 286 ─ ─ 287 ─



英
コ
ミ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 【注意事項】

　　The class will be conducted in English. Active

　　participation is valued and encouraged. Please do your best

　　to think in English and speak in English at all times inside

　　the classroom.

　
ステップアップ英語

　　

デヴェラ，ローナ・Ｖ・Ｌ

２年　前期　1単位　　

◎：国際的視野、○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　　The course is for students who participated in the four-

　　week program in Melbourne and similar short term programs

　　for the maintenance and further development of the English

　　skills they acquired during their stay. The focus is on

　　boosting listening and speaking skills and in order to

　　sustain the progress students have made, the class offers a

　　range of activities and tasks that will help them refresh

　　and practice their English. They will also learn to identify

　　and choose topics appropriate for daily communication; be

　　able to exchange opinions and ideas; be able to discuss

　　issues/problems and consider possible solutions; and be able

　　to relate linguistic and cultural concepts they picked up to

　　their present situation and to their future. Students who

　　were not participants of the Melbourne program or have not

　　had any study-abroad experience but would like to join the

　　class, may sign up for the course but keep in mind that the

　　level and content of the class might be more advanced.

【授業における到達目標】

　　　By critically examining their international experience

　　through this course, students develop an awareness of the

　　meaning their international experience has given them.

　　They will learn to analyze the linguistic and cultural

　　knowledge they acquired and articulate their ideas through

　　discussion, reporting, and writing. After the course,

　　students will have gained more confidence in their language

　　skills as well as further cultivated a capacity for further

　　language learning and an increased openness to different

　　language situations beyond the classroom.

【授業の内容】

　　Week 1 : Orientation and introduction to the course

　　Week 2 : Talking about the homestay family

　　Week 3 : Chores and routines

　　Week 4 : Introducing yourself and others

　　Week 5 : Introducing others

　　Week 6 : School life

　　Week 7 : Individual consultation and presentation

　　         preparation

　　Week 8 : Midterm presentations

　　Week 9 : Leisure and recreation

　　Week 10: Places in the Neighborhood (1)

　　Week 11: Places in the Neighborhood (2)

　　Week 12: Traveling

　　Week 13: Keeping in touch

　　Week 14: Individual consultation and preparation for the

　　         final presentation

　　Week 15: Final presentations and wrap-up

【事前・事後学修】

　　事前学修： Students should come to class prepared and

　　complete all writing activities, presentations, and

　　assignments on time. （Approximately 1-2 hours a week）

　　

　　事後学修： Students must review past lessons and preview

　　lessons for the next meeting. （Approximately 1-2 hours a

　　week)

【テキスト・教材】

　　Class materials to be provided by the teacher.

　　Have a notebook for taking notes and prepare a file folder
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　 　　for keeping all printouts and assignments.

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　Class participation（20%）

　　In-class activities and tasks（30%）

　　Midterm activity（25%）

　　Final presentation（25%）

　　There will be peer and teacher evaluation during

　　presentations and feedback will be given to students

　　individually in the middle and end of the semester.

【注意事項】

　　The class will be conducted in English. Active participation

　　is valued and encouraged. Please do your best to think in

　　English and speak in English at all times inside the

　　classroom.

　
会計簿記

　　

安田　英喜

１年　前期　1単位　　

◎：研鑽力　○：美の探求、行動力

【授業のテーマ】

　　　今日の社会においては、企業の提供する物品およびサービスによ

　　ってわれわれの日々の生活が成り立っています。

　　　この講義ではその企業の活動の内容を判断するために、企業の経

　　営活動について記録および計算をどのように行うか、そのメカニズ

　　ムを理解し、最終的な報告書の作成までの基本的な流れについて学

　　習します。

【授業における到達目標】

　　　国際基準に基ずく報告書を作成し、報告書に表れる企業活動への

　　理解を深め、企業のありかたについての倫理観を持って行動する態

　　度を養う。

　　　企業活動に対する的確かつ広い視野を持つことにより、問題解決

　　能力、リーダーシップの発揮につながる能力を身につける。

　　日本商工会議所主催の初級簿記レベルを習得する。

　　

【授業の内容】

　　第１週　簿記の目的および損益計算書

　　第２週　貸借対照表

　　第３週　損益計算書と貸借対照表の関係

　　第４週　取引と勘定

　　第５週　仕訳と勘定口座への転記

　　第６週　仕訳帳と総勘定元帳

　　第７週　試算表の作成

　　第８週　訂正仕訳と決算手続の意義

　　第９週　帳簿の締切と精算表

　　第10週　商品売買の記帳方法

　　第11週　現金勘定および現金過不足勘定の記帳方法

　　第12週　当座預金勘定の記帳方法

　　第13週　小口現金制度

　　第14週　債権債務諸勘定の記帳方法

　　第15週　まとめ

【事前・事後学修】

　　小テスト等の課題に取り組む事前学習（学修時間 週1時間）

　　課題の復讐に取り組む事後学習（学修時間 週1時間）

　　課題については、毎回の授業にて指示いたします。

【テキスト・教材】

　　授業の開始時に指示します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　定期試験60％、平常点（授業態度、課題の理解度）40％で総合的

　　に判断します。

　　　なお、欠席が3回以上になる場合については、定期試験の受験は

　　認めません。試験に対するﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸとして、実務における事例、

　　初級簿記検定の内容を確認する。

【注意事項】

　　　計算機を使用する場合もありますが、授業中に指示します。
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コンピュータ会計

　―会計の知識と実務―

吉永　和弘

２年　前期　2単位　　

○：研鑽力、行動力

【授業のテーマ】

　　社会にはさまざまな業種・業態の企業が存在しますが、どのような

　　企業でも行う必要があるのが会計業務です。そして、現代の企業会

　　計はコンピュータを活用して行われています。

　　一方で、専門知識を必要とする会計知識とコンピュータのスキルを

　　あわせ持つ人材は希少であり、企業からの即戦力のニーズが極めて

　　高いものとなっています。

　　本講義では、基礎的な会計知識を習得すると共に、コンピュータを

　　活用した会計システムの全体像を理解した上で、より実務に近い形

　　式での会計実務の習得を目指します。

【授業における到達目標】

　　日商簿記３級レベルの基礎的な簿記の技能修得

　　コンピュータを活用した会計システムの全体像の理解

　　上記目標を達成するための自己学習を通じた研鑽力および行動力の

　　修得

【授業の内容】

　　第１週：基本概念

　　　- 会計の諸概念

　　　- 会計システムのフレームワーク

　　第２週：現金・預金

　　　- 現預金の会計処理

　　　- 当座預金出納帳

　　第３週：商品売買

　　　- 仕入帳、売上帳、商品有高帳

　　第４週：売掛金と買掛金

　　　- 売掛金と売掛金元帳

　　　- 買掛金と買掛金元帳

　　第５週：その他債権債務

　　第６週：手形

　　　- 受取手形記入帳と支払手形記入帳

　　第７週：貸倒損失と貸倒引当金

　　　- 貸倒れの発生と見積り

　　第８週：売買目的有価証券

　　　- 有価証券の取得・売却・評価

　　第９週：固定資産

　　　- 固定資産の取得と売却

　　　- 減価償却の計算

　　第10週：費用・収益

　　第11週：純資産（資本）と税金

　　第12週：決算

　　第13週：損益計算書

　　第14週：貸借対照表

　　第15週：財務諸表の作成：総復習

【事前・事後学修】

　　【事前学修】

　　テキストを事前に熟読し、簿記処理の前提となる商取引のイメージ

　　を把握しておくこと。（学修時間　週2時間）

　　【事後学修】

　　演習問題を繰り返し解くことにより、仕訳形式、使用する勘定科目

　　を理解しておくこと。（学修時間　週2時間）

【テキスト・教材】

　　日商簿記３級レベルのテキストを使用します。簡易の会計ソフトを

　　利用し、会計実務業務を疑似体験します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　配分基準は試験80％を基礎に毎回の課題提出20％を加味します。

　　試験結果は授業最終回で、毎回の課題は授業内でフィードバックを

　　行います。

　　

　【参考書】

　　別途指示します。

【注意事項】

　　授業内容の順序は、理解状況に応じて随時変更します。

　　やむを得ず欠席したときは、テキスト該当ページの復習や質問によ

　　り、次の週までに必ずフォローしてください。

　　受講人数制限40名（制限人数を超えた場合、抽選）
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基礎演習

　　- 演習形式の授業に慣れよう ―

大倉　恭輔・久保田　佳枝・三田　薫・萩野　　敏

１年　後期　2単位　　

◎：研鑽力　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　「演習＝ゼミナール」は、学生の積極的な学びがポイントとなる

　　授業科目です。「自分で調べ・考え・まとめる」とともに、「他の

　　ゼミ生との議論」をとおして学びを深めることが求められます。

　　　そうして、「実践入門セミナー」で学んだことを踏まえながら、

　　2年次の「卒業演習」への準備をしていきます。

【授業における到達目標】

　　　ひとつのテーマについて、計画を立て討議を重ねながら問題解決

　　につなげます。このとき、互いの信頼･尊重のもと協力しあい、作

　　業を進められることをめざします。

　　　その上で、広い視野と深い洞察力を身につけることが目標です。

【授業の内容】

　　01 イントロダクション

　　02 テーマを見つける

　　03 問題を見つける

　　04 情報を集める a　教科書・参考書からさがす

　　05 情報を集める b　図書館・ネットでさがす

　　06 情報をまとめる a　分類・要点・構成

　　07 情報をまとめる b　図表をつくる

　　08 情報を発信する a　文書と書式

　　09 情報を発信する b　段落と文章

　　10 情報を発信する c　ハンドアウトとリポート

　　11 情報を発信する d　プレゼンテーションの構成と方法

　　12 情報を発信する e　プレゼンテーションでの話し方・態度

　　13 情報を発信する f　討議の方法（聞く・メモする・質問する）

　　14 情報を発信する g　反省点を見つける・修正する

　　15 まとめ

　　

　　注1 上記は授業内容のリストです。授業開講週をあらわすもの

　　　　ではありません

　　注2 基本的に番号順に講義をしていきますが、学生の理解度や

　　　　授業の進行状況にあわせて、内容や順番の入れ替えなどの

　　　　変更がおこなわれる場合があります。

【事前・事後学修】

　　・事前学修

　　　発表資料の作成などの準備に取り組むこと。（週2時間以上）

　　・事後学修

　　　授業内容の復習や他の人の発表内容の疑問点などについて調べる

　　　こと。（週2時間以上）

【テキスト・教材】

　　　授業開始時に提示します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・授業内での発表・成果物など 70% ＋ 授業へ積極的参加度 30%

　　・最終授業日あるいは manaba 上でフィードバックをおこないま

　　　す。

【参考書】

　　　授業時に提示します。

【注意事項】

　　・授業運営や進行は、担当教員によって異なる場合があります。

　　・授業の妨げになる行為や勉学意欲に欠ける行為があった場合、

　　　教室からの退出や成績評価の大幅減点の対象となります。

　　　e.g. 私語・居眠り・授業資料不携行・携帯電話使用 など

　
卒業演習Ａ

　― 面白がる力を身につけよう―

大倉　恭輔

２年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　卒業演習は、大学（短大・4大）での学びにおいて、とても重要

　　な位置にある科目です。「自ら学ぶ」「ともに学ぶ」という点で、

　　もっとも意義深く身になる科目です。

　　　さて、この授業は「英コミ」の科目ですが、受講生が「やってみ

　　たい・調べてみたい」というテーマを、あまり英語にこだわらず、

　　コミュニケーションに力点を置いてやっていこうと思います。

　　　音楽・映画・アニメ・ファッション・観光・ネット etc…

　　　こんなことは「学校の勉強のテーマにはならない」などとは考え

　　なくて OK です。

【授業における到達目標】

　　　この授業では、各人が選んだテーマについて調べ・考え・議論を

　　することが中心となります。

　　　そうして、多様性を受容し多角的な視点のもと、それぞれが選ん

　　だテーマに関する課題解決のために主体的に行動するとともに、他

　　のゼミ生と一緒に考え活動できるようになることをめざします。

【授業の内容】

　　　01　イントロダクション

　　　02　やりたいことをさがす a： 先輩や他大の例をみる

　　　03　やりたいことをさがす b： ゼミ生とも相談してみる

　　　04　やりたいことをさがす c： ほぼほぼ固めてみる

　　　05　やりたいことについて調べる a： 文献をさがす

　　　06　やりたいことについて調べる b： 文献を集める

　　　07　やりたいことについて調べる c： 文献をまとめる

　　　08　他人の意見を聞く a： チェックを受ける

　　　09　他人の意見を聞く b： 意見交換をする

　　　10　他人の意見を聞く c： お互いの着地点を見つける

　　　11　プレゼンテーション a： プレゼン資料を作る

　　　12　プレゼンテーション b： プレゼンしてみる

　　　13　プレゼンテーション c： チェックを受ける

　　　14　プレゼンテーションの反省

　　　15　まとめ

　　

　　注1 上記は授業内容のリストです。

　　注2 基本的に番号順に講義をしていきますが、学生の理解度や授業

　　　　の進行状況にあわせて、順番の入れ替えなどの変更が行われる

　　　　場合があります。

【事前・事後学修】

　　・事前学修

　　　事前配付の資料に目をとおし、設問がある場合、それについて

　　　回答を準備しておくこと。（週2時間以上）

　　・事後学修

　　　授業内容を自分で補足し、きちんとしたノート作成をおこなう

　　　こと。（週2時間以上）

【テキスト・教材】

　　　授業時に提示します。

　　　基本的に、 manaba 上から資料を配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　総合評価：成果物50%・平常点50%（受講態度・ノート作成）

　　　manaba の設定や利用の状況も平常点の参考とします。

　　　試験結果については manaba 上でフィードバックする予定です。

【参考書】

　　　適宜、授業の中で紹介します。

【注意事項】

　　・レベルよりも、やる気をまず重視します。

　　・「短期大学部標準授業マナー」を守ることは最低ラインです。

　　　（manaba上に掲示してあります）
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卒業演習Ａ

　個人・対人・集団・異文化におけるコミュニケーション

久保田　佳枝

２年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　この演習では、外国だけでなく日本の中にも文化の違いがあるこ

　　とを学んだり、また自分の意見の主張や相手との交渉というような

　　コミュニケーションの技法を体験したりしていきます。さまざまな

　　アクティビティを通じて、自分とは異なる他者とうまくやっていく

　　手がかりとなるコミュニケーション方法を理論と学びながら、後期

　　にはそれを個人またはチームごとに実践していきます。

【授業における到達目標】

　　　この演習は、多様な人々とのかかわりにおいて、自分らしさを表

　　現しながら、自らが主体的に考え行動し、自ら成長していくことを

　　目標としています。また、この演習を通じて、国際的視野を養い、

　　行動力、協働力の育成をも目指します。

【授業の内容】

　　１.オリエンテーション（シラバス・授業の進め方などの説明）

　　２.アイスブレイク①

　　３.アイスブレイク②

　　４.アイスブレイク③

　　５.アイスブレイク④

　　６.面接練習①

　　７.面接練習①

　　８.価値観①

　　９.価値観②

　　11.価値観③

　　12.思い込み①

　　13.思い込み②

　　14.個人・チーム編成に向けて（後期課題・目標探し）

　　15.個人・チーム編成・後期課題決定・報告書提出

　　※クラスの状況に応じて、順番が変更される場合があります。

【事前・事後学修】

　　【事前学習】前もって配布される教材を読んでおくこと。（学修　

　　　時間は週2時間）

　　【事後学習】授業で学んだことや気づいたことをアクティビティ・

　　　 ログに記録し、理解を深めておくこと（学修時間は週2時間）

【テキスト・教材】

　　　必要に応じてプリントを配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点（授業への貢献度等含む）40%、報告書（アクティビティ

　　　・ログと報告書）60%として総合評価を行なう。各回終了時にフ

　　　ィードバックを行なう。

【参考書】

　　諏訪茂樹『コミュニケーション・トレーニング：人と組織を育てる

　　（経団連出版、2012年）

　　高橋眞知子『組織を動かすコミュニケーション力』（実務出版、

　　2010年）

【注意事項】

　　　この演習は、個人、ペアおよびチームごとに課題や目標を決めて

　　取り組む完全な自律型の演習も含みますので、各自、ペアおよびチ

　　ームで決められた役割をきちんと担ってください。その他、履修者

　　は積極的な授業参加が求められる。

　
卒業演習Ａ

　卒業研究（その１）

武内　一良

２年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　本講座では、観光という場面で発生する様々な現象から自分の好

　　きなテーマを１つ選び、そのテーマについて独自に研究していきま

　　す。意味不明の観光案内、分かりずらいレストランのメニュー、日

　　本旅館の業務内容、外国人に人気のスポット、地元の有名なみやげ

　　店の魅力、外国の要人をもてなす晩餐会の料理、飛行機内で出産し

　　たときの国籍問題、世界の鉄道と駅など、どんなテーマでもかまい

　　ません。

　　　就職活動の面接で、学生時代どんなことに力を入れましたかとい

　　う問いに応えられる自分を作っていきます。

【授業における到達目標】

　　　この科目は以下の点を重視しながら進めていきます。

　　１　観光を通じて世界を体感する行動力を養う。

　　２　クラス発表を通じて発信力と協調性を磨く。

　　３　ゼミ活動を通じて論理的な思考力を鍛える。　

　　　ディプロマポリシーとの関係では、国際的視野を高め、行動力と

　　協働力を養う科目と位置づけられます。

【授業の内容】

　　第１週　授業スケジュール、評価方法、授業運営の説明

　　第２週　作業１：テーマ選択のための準備１

　　第３週　作業２：テーマ選択のための準備２

　　第４週　作業３：テーマの選択

　　第５週　クラス発表１：テーマの紹介

　　第６週　講義１：研究の目的と方法１

　　第７週　講義２：研究の目的と方法２

　　第８週　作業４：研究のフレームワーク１

　　第９週　作業５：研究のフレームワーク２

　　第10週　クラス発表２：研究の概要

　　第11週　作業６：テーマの分析１

　　第12週　作業７：テーマの分析２

　　第13週　作業８：テーマの分析３

　　第14週　作業９：テーマの分析４

　　第15週　クラス発表３：前期まとめ

【事前・事後学修】

　　　授業の前後には、予習・復習のために最低でも2時間ずつの学修

　　時間を設定してください。

【テキスト・教材】

　　　観光に関係する世界の事象が教材となります。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　毎回指示された課題の進捗状況（25％）と３回にわたるクラス発

　　表（75％）によって評価します。

【参考書】

　　　必要に応じて授業で紹介します。

【注意事項】

　　　第１回目の授業で、授業スケジュールと成績評価に関する細則を

　　発表しますので、必ず出席してください。
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卒業演習Ａ

　―英語にも敬語があるのでございましょうか？―

藤原　正道

２年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　英語と日本語の丁寧表現を身につけ、それぞれの文化的背景・習

　　慣の違いなどを演習形式の授業を通して学びます。

【授業における到達目標】

　　　短大の学修成果として、多様性を受容し、多角的な視点を持って

　　世界に望む態度や知を求め、心の美を育む態度、学習を通して自己

　　を成長させ、課題解決のために主体的に行動し、他人と協働する力

　　を身につけます。

　　　具体的には、各項目について理解し、知識を増やし、論理的な説

　　明（プレゼンテーション）ができ、的確な質問もできるようになる

　　ことを到達目標とします。

【授業の内容】

　　　 1．日本語の敬語

　　　 2．会話の原理・丁寧さの原理

　　　 3．英語の丁寧表現

　　　 4．依頼する

　　　 5．許可を求める

　　　 6．提案をする

　　　 7．会議を進める

　　　 8．断り方

　　　 9．苦情の言い方

　　  10．謝り方

　　  11．悪い知らせ

　　  12．謙遜表現

　　  13．名前

　　  14．婉曲表現

　　  15．まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：担当部分を理解し、資料を作るなど発表の準備をするこ

　　　と。週2時間以上

　　事後学修：参考書を利用して、授業内容の復習と提出課題に取り組

　　　むこと。週2時間以上

【テキスト・教材】

　　　参考書の中から何冊かを選んで、使用します。発表時にテキスト

　　以外の別の参考文献から関連箇所を取り上げ、資料に加えることが

　　求めらんねんで。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・定期試験は行いません。評価基準は、授業時の調査・発表内容

　　　・質問の内容50％＋課題30％＋普段の敬語の使用・挨拶など

　　　20％とします。

　　・最終授業でフィードバックを行う予定です。

【参考書】

　　東　照二『丁寧な英語・失礼な英語』（研究社）

　　David A.Thayne（他）『使ってはいけない英語』（河出書房）

　　井上史雄『敬語は怖くない』（講談社現代新書）

　　井出祥子（他）『日本人とアメリカ人の敬語行動』（南雲堂）

　　蒲谷　宏（他）『敬語表現』（大修館）

　　菊池康人『敬語』（角川書店）

　　久野揚小（他）『英語の御作法』（ＤＨＣ）

　　日本語倶楽部『使ってはいけない日本語』（河出書房）

　　大杉邦三『英語の敬意表現』（大修館）

【注意事項】

　　　演習形式の授業なので、各自が担当カ所の項目を調べ、資料を作

　　って発表することが必要となります。さらに聞き手は、各自の意見

　　や質問などを考えながら聞くことが必要でっせ。

　　　授業への積極的参加が認められない場合は，成績に大いに影響が

　　あることを伝えておきまっせ。

　
卒業演習Ａ

　　

三田　薫

２年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　折り紙は日本が誇る文化として、今世界から注目されています。

　　このゼミでは、折り紙の折り方と、英語による折り方の説明を習得

　　し、折り紙を通じて日本文化発信や海外との交流をすることを目指

　　します。

　　　まずは自信を持って折れる折り紙のレパートリーを増やします。

　　また折り紙を英語で説明する方法を何度か練習して覚えていきま

　　す。その上で、折り紙にまつわる歴史や、有名な出来事、海外で注

　　目されている内容、折り紙を通じた国際交流の様子についてグルー

　　プで調べて発表してもらいます。前期の最後には、近隣の学校

　　（東京インターハイスクール）の学生を授業に招いて、皆さんが覚

　　えた折り紙の折り方や、折り紙にまつわるエピソードを英語で紹介

　　しましょう。

【授業における到達目標】

　　　この科目では折り紙を通じて国際的視野、特に日本の文化・精神

　　を知り、世界に発信しようとする態度を養います。またグループ活

　　動を通じて行動力、特に目標を設定して、計画を立案・実行できる

　　力、また協動力、特に自己や他者の役割を理解し、互いに協力して

　　物事を進めることができる力を育成します。

【授業の内容】

　　１．オリエンテーション

　　２．折り紙の基本

　　３．折り紙の英語説明の基本

　　４．折り紙の折り方サイトや動画紹介

　　５．グループＡの発表

　　６．グループＢの発表

　　７．グループＣの発表

　　８．グループＤの発表

　　９．グループＥの発表

　　10．グループＦの発表

　　11．グループＧの発表

　　12．グループＨの発表

　　13．最終発表準備の模擬発表Ａ～Ｄ

　　14．最終発表準備の模擬発表Ｅ～Ｈ

　　15．最終発表会（東京インターハイスクールとの交流）

　　（順序が変更になることがあります。）

【事前・事後学修】

　　　事前学修：自分が決めたテーマについての調査や発表準備をして

　　ください。

　　　事後学修：教員や他のグループから受けた評価を基に発表内容や

　　英文を修正してください。

　　（事前・事後合わせて週４時間以上）

【テキスト・教材】

　　　必要に応じて配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　授業態度30％、毎週の課題達成度30％、折り紙や発表の完成度

　　40％

　　　グループ発表の後、教員や他のグループからのフィードバックが

　　あります。
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卒業演習Ａ

　　

萩野　　敏

２年　前期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　「卒業演習Ａ」（前期）「卒業演習Ｂ」（後期）を通して、この

　　演習では、さまざまなジャンルの洋楽の曲を材料として取り上げ、

　　歌詞の英語や訳詞を検討して、より正確により深く取り上げた曲を

　　理解していこうと考えています。学生のグループによる発表が中心

　　になりますが、その際には教室で実際に曲を聴いたりビデオクリッ

　　プを見たりして、歌を聞くだけでは理解できない部分も紹介しても

　　らいます。さらには、それぞれの歌に込められたメッセージ、背景

　　として理解すべき文化や時代、ものの考え方といった事柄も学んで

　　いきます。「卒業演習Ａ」ではテキストを使用し、学生はその中か

　　ら題材を選びます。

【授業における到達目標】

　　　英語圏の曲の歌詞やアーティスト等について詳しく調べ、教室で

　　の質疑応答をふまえた上でその成果をまとめあげ、資料を用意して

　　分かりやすく発表する、という一連の活動を通して、国際的視野を

　　高めるとともに、行動力や協働力を養うことを目標としています。

【授業の内容】

　　　１．演習の進め方の確認

　　　２．資料の収集、整理、発表の方法に関する指導

　　　３．参考図書に関する発表

　　　４．進行状況の第１回報告と全般的な個別指導

　　　５．進行状況の第２回報告と発表へ向けた個別指導

　　　６．第１発表者（グループ）による担当箇所の発表

　　　７．第２発表者（グループ）による担当箇所の発表

　　　８．第３発表者（グループ）による担当箇所の発表

　　　９．第４発表者（グループ）による担当箇所の発表

　　　10．第５発表者（グループ）による担当箇所の発表

　　　11．第６発表者（グループ）による担当箇所の発表

　　　12．第７発表者（グループ）による担当箇所の発表

　　　13．第８発表者（グループ）による担当箇所の発表

　　　14．第９発表者（グループ）による担当箇所の発表

　　　※以上の学生発表は１人最低１回行います。担当箇所はテキスト

　　の中から学生が自ら選択しますので、その内容等は第１回授業以降

　　に決まります。　

　　　15．全体のまとめ

【事前・事後学修】

　　　【事前学修】発表へ向けて十分に時間をかけた準備が必要です。

　　　【事後学修】毎回の演習内容をまとめた個人ノートを作成しても

　　らいます。

　　　（事前・事後学修を合わせて週４時間以上）

【テキスト・教材】

　　津田敦子編著　『The Best of Grammy Winners』（金星堂）2000年

　　1,100円

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　筆記試験形式の定期試験は行いません。

　　　成績は、担当した発表（作成資料・レポートなどを含む）の内容

　　や方法（50％）のほか、質疑応答での発言内容や発言回数などの参

　　加状況（20％）、個人ノートの内容（30％）により総合的に評価し

　　ます。

　　　各発表後には個別に、最終授業では全体としてのフィードバック

　　を行います。

【参考書】

　　　授業時に適宜紹介します。

【注意事項】

　　　基本的に学生の発表に基づく演習形式の授業です。

　
卒業演習Ｂ

　― 面白いことをもっと面白くしよう―

大倉　恭輔

２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　卒業演習は、大学（短大・4大）での学びにおいて、とても重要

　　な位置にある科目です。「自ら学ぶ」「ともに学ぶ」という点で、

　　もっとも意義深く身になる科目です。

　　　さて、この授業は「英コミ」の科目ですが、受講生が「やってみ

　　たい・調べてみたい」というテーマを、あまり英語にこだわらず、

　　コミュニケーションに力点を置いてやっていこうと思います。

　　　音楽・映画・アニメ・ファッション・観光・ネット etc…

　　　こんなことは「学校の勉強のテーマにはならない」などとは考え

　　なくて OK です。

【授業における到達目標】

　　　この授業では、各人が選んだテーマについて調べ・考え・議論を

　　することが中心となります。

　　　そうして、多様性を受容し多角的な視点のもと、それぞれが選ん

　　だテーマに関する課題解決のために主体的に行動するとともに、他

　　のゼミ生と一緒に考え活動できるようになることをめざします。

【授業の内容】

　　　01　イントロダクション

　　　02　やりたいことをさがす 01： 先輩や他大の例をみる

　　　03　やりたいことをさがす 02： ゼミ生とも相談してみる

　　　04　やりたいことをさがす 03： ほぼほぼ固めてみる

　　　05　やりたいことについて調べる 01： 文献をさがす

　　　06　やりたいことについて調べる 02： 文献を集める

　　　07　やりたいことについて調べる 03： 文献をまとめる

　　　08　他人の意見を聞く 01： チェックを受ける

　　　09　他人の意見を聞く 02： 意見交換をする

　　　10　他人の意見を聞く 03： お互いの着地点を見つける

　　　11　プレゼンテーション 01： プレゼン資料を作る

　　　12　プレゼンテーション 02： プレゼンしてみる

　　　13　プレゼンテーション 03： チェックを受ける

　　　14　プレゼンテーションの反省

　　　15　まとめ

　　

　　注1 上記は授業内容のリストです。

　　注2 基本的に番号順に講義をしていきますが、学生の理解度や授業

　　　　の進行状況にあわせて、順番の入れ替えなどの変更が行われる

　　　　場合があります。

【事前・事後学修】

　　・事前学修

　　　事前配付の資料に目をとおし、設問がある場合、それについて

　　　回答を準備しておくこと。（週2時間以上）

　　・事後学修

　　　授業内容を自分で補足し、きちんとしたノート作成をおこなう

　　　こと。（週2時間以上）

【テキスト・教材】

　　　授業時に提示します。

　　　基本的に、 manaba 上から資料を配付します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　総合評価：成果物80%・平常点20%（受講態度・ノート作成）

　　　manaba の設定や利用の状況も平常点の参考とします。

　　　試験結果については manaba 上でフィードバックする予定です。

【参考書】

　　　適宜、授業の中で紹介します。

【注意事項】

　　・レベルよりも、やる気をまず重視します。

　　・「短期大学部標準授業マナー」を守ることは最低ラインです。

　　　（manaba上に掲示してあります）

　

－48－
─ 294 ─ ─ 295 ─



　
卒業演習Ｂ

　　

久保田　佳枝

２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　この演習（後期）では、個人またはチームを編成し、個人または

　　チームごとに課題や目標を持って取り組み、最終日にはその成果を

　　授業でプレゼンしてもらいます。課題や目標は、個人・対人・集団

　　・異文化におけるコミュニケーションにかかわることなら何でもよ

　　いでしょう。履修者で話をしながら、個人またはチームで方向を決

　　めていきます。この演習は、前期に学んだ理論と技法だけでなく、

　　個人またはチームでのワークを通じて、体で、感覚で多くのことを

　　学んでいきます。

【授業における到達目標】

　　　この演習は、多様な人々とのかかわりにおいて、自分らしさを表

　　現しながら、自らが主体的に考え行動し役割を担い、自ら成長して

　　いくことを目標としています。また、この演習を通じて、国際的視

　　野を養い、行動力と協働力をも養っていくことも目指します。

【授業の内容】

　　１. 個人または各チームによる進捗報告①

　　２. 個人またはチーム別作業：先行研究調査①

　　３. 個人またはチーム別作業：先行研究調査②

　　４. 個人またはチーム別作業：先行研究調査③

　　５. 個人またはチーム別作業：先行研究調査④

　　６. 個人または各チームによる進捗報告②

　　７. 個人またはチーム別作業：調査または実践①

　　８. 個人またはチーム別作業：調査または実践②

　　９. 個人またはチーム別作業：調査または実践③

　　10. 個人またはチーム別作業：調査または実践④

　　11. 個人または各チームによる進捗報告③

　　12. 個人またはチーム別作業：成果発表会準備①

　　13. 個人またはチーム別作業：成果発表会準備②

　　14. 個人または各チームによる成果発表会①

　　15. 個人または各チームによる成果発表会②

　　※クラスの状況などにより、順番が変更される場合があります。

【事前・事後学修】

　　【事前学修】次回の授業に向けて、個人またはチーム内で決められ

　　　た自分の分担を必ずこなすこと。（学修時間は週２時間）

　　【事後学修】個人またはチーム内でのアクティビティをアクティビ

　　　ティログにまとめ、理解を深めておくこと。（学修時間は週２時

　　　間）

【テキスト・教材】

　　　必要に応じて、プリントを配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　平常点（個人課題またはチームへの貢献度等含む）40%、期末課

　　　題（アクティビティログ・個人報告書・チーム別成果発表）60%

　　   として総合評価を行なう。進捗報告会と成果発表会においてフ

　　　ィードバックを行なう。

【注意事項】

　　　この演習は、個人またはチームごとに課題や目標を決めて取り組

　　む完全な自律型の演習となりますので、各自、個人またはチーム内

　　で決められた役割をきちんと担ってください。履修者は積極的な授

　　業参加が求められる。

　
卒業演習Ｂ

　卒業研究（その２）

武内　一良

２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　前期に設定したテーマを基に研究を進めていきます。就職活動の

　　面接で、学生時代どんなことに力を入れましたかという問いに応え

　　られる自分を作っていきます。

【授業における到達目標】

　　　この科目は以下の点を重視しながら進めていきます。

　　１　観光を通じて世界を体感する行動力を養う。

　　２　クラス発表を通じて発信力と協調性を磨く。

　　３　ゼミ活動を通じて論理的な思考力を鍛える。　

　　　ディプロマポリシーとの関係では、国際的視野を高め、行動力と

　　協働力を養う科目と位置づけられます。

【授業の内容】

　　第１週　授業スケジュール、評価方法、授業運営の説明

　　第２週　作業１：調査の準備１

　　第３週　作業２：調査の準備２

　　第４週　作業３：調査の準備３

　　第５週　クラス発表１：調査方法と手続き

　　第６週　作業４：フィールドワーク１

　　第７週　作業５：フィールドワーク２

　　第８週　作業６：フィールドワーク３

　　第９週　作業７：フィールドワーク４

　　第10週　クラス発表２：調査結果

　　第11週　作業８：考察１

　　第12週　作業９：考察２

　　第13週　作業10：考察３

　　第14週　作業11：最終発表準備

　　第15週　クラス発表３：最終報告

【事前・事後学修】

　　　授業の前後には、予習・復習のために最低でも２時間ずつの学修

　　時間を設定してください。

【テキスト・教材】

　　　観光に関係する世界の事象が教材となります。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　毎回指示された課題の進捗状況（25％）と３回にわたるクラス発

　　表（75％）によって評価します。

【参考書】

　　　必要に応じて授業で紹介します。

【注意事項】

　　　第１回目の授業で、授業スケジュールと成績評価に関する細則を

　　発表しますので、必ず出席してください。
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卒業演習Ｂ

　―失礼ってなんなのでございましょう？―

藤原　正道

２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　英語と日本語の丁寧表現を身につけ、それぞれの文化的背景・習

　　慣の違いなど学び、丁寧さと失礼さについて考えんねん。

【授業における到達目標】

　　　多様性を受容し、多角的な視野を持って世界に望み、真理を探究

　　し、学修の成果から自信を創出し、課題解決のために主体的に行動

　　し、他者の役割も理解して協働できるようになること。

　　　具体的には、各項目について理解し、知識を増やし、論理的な説

　　明（プレゼンテーション）ができ、的確な質問もできるようになる

　　ことを到達目標にします。

【授業の内容】

　　 1．英語の失礼さ

　　 2．丁寧なつもりが…

　　 3．カタカナ語が失礼に？

　　 4．よく知っている表現の落とし穴

　　 5．単語の誤用：I was bad

　　 6．単語の誤用：She is expecting

　　 7．和製英語？：OL，Yシャツ

　　 8．和製英語？：ベビーカー，パンク

　　 9．日本語感覚？：Keep quiet!

　　10．日本語感覚？：I cut my hair

　　11．女英語、男英語

　　12．英語と米語

　　13．性別、民族

　　14．品の良さ

　　15．まとめ

【事前・事後学修】

　　事前学修：担当箇所を理解し、資料を作成するなど発表の準備

　　　を行うこと。週2時間以上

　　事後学修：参考書を利用して、授業内容の復習と提出課題に取り

　　　組むこと。週2時間以上

【テキスト・教材】

　　　参考書の中から何冊かを選んで、使用します。担当箇所以外に他

　　の参考文献から2冊以上選び、関連箇所を各1箇所ずつ発表資料に加

　　えなはれ。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　・定期試験は行いません。評価基準は、授業時の調査・発表内容

　　　・質問の内容50％＋課題30％＋普段の敬語の使用・挨拶など

　　　20％としまんねん。

　　・最終授業でフィードバックを行う予定です。

【参考書】

　　東　照二『丁寧な英語・失礼な英語』研究社

　　David A.Thayne（他）『使ってはいけない英語』（河出書房）

　　日本語倶楽部『使ってはいけない日本語』（河出書房）

　　井上史雄『敬語は怖くない』（講談社現代新書）

　　井出祥子（他）『日本人とアメリカ人の敬語行動』（南雲堂）

　　蒲谷　宏（他）『敬語表現』（大修館）

　　菊池康人『敬語』（角川書店）

　　久野揚小（他）『英語の御作法』（ＤＨＣ）

　　大杉邦三『英語の敬意表現』（大修館）

【注意事項】

　　　演習形式の授業なので、各自が担当カ所の項目を調べ、資料を作

　　って発表することが必要となりまする。さらに聞き手は、各自の意

　　見や質問などを考えながら聞くことが必要でございまする。

　　　授業への積極的参加が認められない場合は、成績に大いなる影響

　　が及ぼされることになるであろう！

　
卒業演習Ｂ

　　

三田　薫

２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　 後期は、前期までに習得した折り紙の折り方と英語での説明法を

　　活かして、さらにクオリティーの高い活動をしていきましょう。

　　　折り紙の折り方の上級編に挑戦し、繰り返し追ってみることによ

　　って習得していきます。また上級編の折り方を英語で説明する方法

　　を、何度か練習して覚えていきます。その上で、海外の折り紙を通

　　じた交流サイトにアクセスし、自分たちの折り方を紹介する動画を

　　アップしたり、海外の人たちの作品や動画にコメントを送ったりし

　　ていきましょう。またその中で興味深い内容のものについて、グル

　　ープでまとめ、上級編の折り紙の紹介とともに、発表していただき

　　ます。後期の最後には、近隣の学校（東京インターハイスクール）

　　の学生を授業に招いて、皆さんが覚えた折り紙の折り方や、折り紙

　　にまつわるエピソード、海外での折り紙にまつわる活動の様子を英

　　語で紹介しましょう。

【授業における到達目標】

　　　この科目では折り紙を通じて国際的視野、特に日本の文化・精神

　　を知り、世界に発信しようとする態度を養います。またグループ活

　　動を通じて行動力、特に目標を設定して、計画を立案・実行できる

　　力、また協動力、特に自己や他者の役割を理解し、互いに協力して

　　物事を進めることができる力を育成します。

【授業の内容】

　　１．後期オリエンテーション

　　２．折り紙の折り方上級編

　　３．折り紙上級編の英語説明法

　　４．折り紙の海外交流サイト紹介

　　５．グループＡの発表

　　６．グループＢの発表

　　７．グループＣの発表

　　８．グループＤの発表

　　９．グループＥの発表

　　10．グループＦの発表

　　11．グループＧの発表

　　12．グループＨの発表

　　13．最終発表準備の模擬発表Ａ～Ｄ

　　14．最終発表準備の模擬発表Ｅ～Ｈ

　　15．最終発表会（地域学生との交流）

　　（順序が変更になることがあります。）

【事前・事後学修】

　　　事前学修：毎週出される課題を期日を守って提出してください。

　　　事後学修：他のグループから受けた評価を基に作品や英文を修正

　　してください。（事前・事後合わせて週４時間以上）

【テキスト・教材】

　　　必要に応じて配布します。

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　授業態度50％、プレゼンテーション50％

　　　グループ発表の後、教師や他のグループからのフィードバックが

　　あります。
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卒業演習Ｂ

　　

萩野　　敏

２年　後期　2単位　　

◎：国際的視野　○：行動力、協働力

【授業のテーマ】

　　　「卒業演習Ａ」（前期）「卒業演習Ｂ」（後期）を通して、この

　　演習では、さまざまなジャンルの洋楽の曲を材料として取り上げ、

　　歌詞の英語や訳詞を検討して、より正確により深く取り上げた曲を

　　理解していこうと考えています。学生のグループによる発表が中心

　　になりますが、その際には教室で実際に曲を聴いたりビデオクリッ

　　プを見たりして、歌を聞くだけでは理解できない部分も紹介しても

　　らいます。さらには、それぞれの歌に込められたメッセージ、背景

　　として理解すべき文化や時代、ものの考え方といった事柄も学んで

　　いきます。「卒業演習Ｂ」では、学生が発表の題材を自由に選びま

　　す。

【授業における到達目標】

　　　英語圏の曲の歌詞やアーティスト等について詳しく調べ、教室で

　　の質疑応答をふまえた上でその成果をまとめあげ、資料を用意して

　　分かりやすく発表する、という一連の活動を通して、国際的視野を

　　高めるとともに、行動力や協働力を養うことを目標としています。

【授業の内容】

　　　１．演習の進め方の確認

　　　２．資料の収集、整理、発表の方法に関する指導

　　　３．参考図書に関する発表

　　　４．進行状況の第１回報告と全般的な個別指導

　　　５．進行状況の第２回報告と発表へ向けた個別指導

　　　６．第１発表者（グループ）による発表

　　　７．第２発表者（グループ）による発表

　　　８．第３発表者（グループ）による発表

　　　９．第４発表者（グループ）による発表

　　　10．第５発表者（グループ）による発表

　　　11．第６発表者（グループ）による発表

　　　12．第７発表者（グループ）による発表

　　　13．第８発表者（グループ）による発表

　　　14．第９発表者（グループ）による発表

　　　※以上の学生発表は１人最低１回行います。原則として学生が発

　　　表の題材を自由に選びますので、その内容等は題材選択後に決ま

　　　ります。

　　　15．全体のまとめ

【事前・事後学修】

　　　【事前学修】発表へ向けて十分に時間をかけた準備が必要です。

　　　【事後学修】毎回の演習内容をまとめた個人ノートを作成しても

　　らいます。

　　　（事前・事後学修を合わせて週４時間以上）

【テキスト・教材】

　　　プリント資料を多数使用

【成績評価の方法・基準とフィードバック】

　　　筆記試験形式の定期試験は行いません。

　　　成績は、担当した発表（作成資料・レポートなどを含む）の内容

　　や方法（50％）のほか、質疑応答での発言内容や発言回数などの参

　　加状況（20％）、個人ノートの内容（30％）により総合的に評価し

　　ます。

　　　各発表後には個別に、最終授業では全体としてのフィードバック

　　を行います。

【参考書】

　　　授業時に適宜紹介します。

【注意事項】

　　　基本的に学生の発表に基づく演習形式の授業です。
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