
 

科目コード ナンバリング 単位数 学期 授業区分 科目区分 履修区分 学年 

120037 XZX2120037 

2 前期 

国際学部国際文化学科 基礎 選択 3 年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 3 年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

CEP５（アカデミック）A 小林 伊織 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) × × × 

情報文化学部情報システム学科経営コース(25 年度) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(25 年度) × × × 

情報文化学部情報システム学科(24 年度以前) × × × 

授業目的 
The purpose of this course is to equip the student with necessary listening and speaking skills for academic situations. 

各回毎の授業内容 
In a typical unit in this course, the student will watch an intellectually stimulating video clip. He/she will then participate in a 
discussion based on the topic of the video. After that, he/she will learn to utilize language points used in the video in actual communicative 

situations. At the end of the unit, the student accomplishes a communicative task either individually or in groups. 
成績評価方法 

TBA by each teacher on the first day of class. 
教科書参考書 

TBA by each teacher on the first day of class. 
受講に当たっての留意事項 

Active participation in communication is required in order to pass this course. 
学習到達目標 

By the end of this course, the student will have enough proficiency to attend CEP6. 
JABEE 

 
【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習

 



 

科目コード ナンバリング 単位数 学期 授業区分 科目区分 履修区分 学年 

120037 XZX2120037 

2 前期 

国際学部国際文化学科 基礎 選択 3 年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 3 年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

CEP５（アカデミック）B マルー モーア 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) × × × 

情報文化学部情報システム学科経営コース(25 年度) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(25 年度) × × × 

情報文化学部情報システム学科(24 年度以前) × × × 

授業目的 
The purpose of this course is to equip the student with necessary listening and speaking skills for academic situations. 

各回毎の授業内容 
In a typical unit in this course, the student will watch an intellectually stimulating video clip. He/she will then participate in a 
discussion based on the topic of the video. After that, he/she will learn to utilize language points used in the video in actual communicative 

situations. At the end of the unit, the student accomplishes a communicative task either individually or in groups. 
成績評価方法 

TBA by each teacher on the first day of class. 
教科書参考書 

TBA by each teacher on the first day of class. 
受講に当たっての留意事項 

Active participation in communication is required in order to pass this course. 
学習到達目標 

By the end of this course, the student will have enough proficiency to attend CEP6. 
JABEE 

 
【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習

 



 

科目コード ナンバリング 単位数 学期 授業区分 科目区分 履修区分 学年 

120037 XZX2120037 

2 前期 

国際学部国際文化学科 基礎 選択 3 年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 3 年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

CEP５（アカデミック）C 
ジュリアス マルティ

ネス 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) × × × 

情報文化学部情報システム学科経営コース(25 年度) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(25 年度) × × × 

情報文化学部情報システム学科(24 年度以前) × × × 

授業目的 
The purpose of this course is to equip the student with necessary listening and speaking skills for academic situations. 

各回毎の授業内容 
In a typical unit in this course, the student will watch an intellectually stimulating video clip. He/she will then participate in a 
discussion based on the topic of the video. After that, he/she will learn to utilize language points used in the video in actual communicative 

situations. At the end of the unit, the student accomplishes a communicative task either individually or in groups. 
成績評価方法 

TBA by each teacher on the first day of class. 
教科書参考書 

TBA by each teacher on the first day of class. 
受講に当たっての留意事項 

Active participation in communication is required in order to pass this course. 
学習到達目標 

By the end of this course, the student will have enough proficiency to attend CEP6. 
JABEE 

 
【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習

 


