
 

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 

130113 XYX1130113 

1 前期 

国際学部国際文化学科 × × × 

国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

英語 1C （Grammar1）P 土橋 善仁 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 

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 
 この授業では、英文法の基本を学習します。高校までに学習した内容を体系的に捉え直すことで、読む、書く、話す、聞く際に必要となる文法
事項を、より深く理解することを目指します。 
 また、毎回小テストを実施することで、英語の学習習慣を身につけます。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】小テスト、be 動詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】小テスト、名詞と冠詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】小テスト、現在形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】小テスト、助動詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】小テスト、過去形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】小テスト、提案と命令 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】小テスト、代名詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】小テスト、未来形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】小テスト、前置詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】小テスト、疑問文と付加疑問文 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】小テスト、進行形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】小テスト、形容詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第７回 第１５回 
【授】小テスト、まとめと復習 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】小テスト、まとめと復習 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】期末試験 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験        

小テスト・授業内レポート        
宿題・授業外レポート        

授業態度・授業への参加        
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他        

小テスト 24%、中間テスト 31%、期末テスト 45%。 
教科書参考書 

アンドルー E. ベネット、小宮徹 『Grammar Plus 大学英語「グラマー・プラス」』（南雲堂） 
受講に当たっての留意事項 

授業中の私語は厳禁です。毎回、必ず予習をしてきてください。毎回、小テストを行います。欠席５回以上で試験資格を失います。 
学習到達目標 

英文法の理解を深めることにより、英語を読む、書く、聞く、話す能力の基礎が身につく。 
JABEE 

関連する学習・教育到達目標：Ｂ 
【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 

130113 XYX1130113 

1 前期 

国際学部国際文化学科 × × × 

国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

英語 1C （Grammar1）Q 阿部 聡 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 

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 
中学・高校 6 年間文法を学んできているが、案外文法については知っていない。文法がわからないと英語の読み、書き、話すが十分できない。こ
の授業では基本的な英文法の習得を目指すことにする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】１ be 動詞 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

【授】８ 助動詞 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

第２回 第１０回 
【授】2 現在形 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

【授】９ 提案と命令 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

第３回 第１１回 
【授】3 過去形 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

【授】１０ 未来形 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

第４回 第１２回 
【授】4  代名詞 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

【授】１１ 疑問文と付加疑問 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

第５回 第１３回 
【授】5  前置詞 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

【授】１２ 形容詞 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

第６回 第１４回 
【授】6  進行形 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

【授】１3 比較 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

第７回 第１５回 
【授】７ 名詞と冠詞 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

【授】１４ 副詞 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 
【前・後】事前に試験範囲を熟読し、試験後理解不明箇所を再学習し、理解に努める。 

【授】期末試験 
【前・後】事前に試験範囲を熟読し、試験後理解不明箇所を再学習し、理解に努める。 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験       25 
小テスト・授業内レポート       50 

宿題・授業外レポート        
授業態度・授業への参加        

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

期末試験の他に中間試験を実施します。評価は 25％です。全体の評価は中間試験２５％＋期末試験 25％＋小テスト 50％＝100％となります。 
教科書参考書 

Andrew E. Bennett and Toru Komiya: Grammar Plus （南雲堂） 
受講に当たっての留意事項 

言うまでもなく授業中の私語は厳禁です。授業では学ぶことが多いので、集中力をもって授業に臨んで下さい。月 1 回の割合で小テストを計 4 回
実施します。必ず受けるようにして下さい。欠席 5回以上で定期試験受験資格を失うので欠席には十分注意するこ 

学習到達目標 
中学、高校まで学んだ英文法を再学習することにより、英文法の基礎的知識の習得を目指します。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：Ｂ 

【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 

130113 XYX1130113 

1 前期 

国際学部国際文化学科 × × × 

国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

英語 1C （Grammar1）R1 本間 多香子 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 

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 
授業では英文法について学習します。中学、高校６年間文法を学んできているはずの皆さんは案外文法をわかっていません。文法がわからないと
英語の読み、書き、話すことはできません。以上の理由からこの授業では基本的な英文法の習得を目指し、１年間英文法について学びます。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】1 be 動詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】7 名詞と冠詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】2 現在形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】8 助動詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】3 過去形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】9 提案と命令 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】4 代名詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】10 未来形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】5 前置詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】11 疑問文と付加疑問文 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】6 進行形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】12 形容詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第７回 第１５回 
【授】まとめ、 配布資料 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】まとめ、配布資料 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】期末試験 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験       25 

小テスト・授業内レポート       40 
宿題・授業外レポート        

授業態度・授業への参加       10 
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他       25 

中間試験２５％ 
教科書参考書 

アンドルーE.ベネット『大学英語『グラマー・プラス』』（南雲堂） 
受講に当たっての留意事項 

授業中の私語は言うまでもなく厳禁です。授業では学ぶ項目が多いので、集中力を持って授業を受けてください。随時小テストを実施しますので、
普段の勉強が必要です。欠席５回以上で試験資格を失うので十分注意してください。 

学習到達目標 
中学、高校まで学んだ英文法を再学習することにより、英文法の基礎的知識の向上を目指します。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：Ｂ 

【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 

130113 XYX1130113 

1 前期 

国際学部国際文化学科 × × × 

国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

英語 1C （Grammar1）R2 秋 孝道 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 

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 
この授業では英文法について学習します。中学、高校６年間文法を学んできているはずの皆さんは案外文法をわかっていません。文法がわからな
いと英語の読み、書き、話すはできません。以上の理由からこの授業では基本的な英文法の習得を目指し、前期に引き続き英文法について学びま
す。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】１ be 動詞 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配付
資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

【授】７ 名詞と冠詞 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配
付資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】２ 現在形 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配付
資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

【授】８ 助動詞 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配
付資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】３ 過去形 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配付
資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

【授】９ 提案と命令 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配
付資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】４ 代名詞 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配付
資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

【授】10 未来形 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配
付資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】５ 前置詞 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配付
資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

【授】11 疑問文と付加疑問文 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配
付資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】６ 進行形 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配付
資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

【授】12 形容詞 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配
付資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

第７回 第１５回 
【授】まとめと復習 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配付
資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

【授】まとめと復習 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくとともに、授業中に指示したテキストもしくは配
付資料の該当箇所を熟読しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 【授】期末試験 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験        
小テスト・授業内レポート        

宿題・授業外レポート        
授業態度・授業への参加        

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

中間試験 30％、期末試験 30％、小テスト 30％、参加 10％ 
教科書参考書 

アンドルー Ｅ. ベネット、『大学英語『グラマー・プラス』』（南雲堂） 
受講に当たっての留意事項 

授業中の私語は言うまでもなく厳禁です。授業では学ぶ項目が多いので、集中して授業を受けて下さい。随時小テストを実施しますので、普段の
勉強が必要です。欠席５回以上で試験資格を失うので十分注意して下さい。 

学習到達目標 
英文法の基礎的知識が身につく。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：Ｂ 

【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 

130113 XYX1130113 

1 前期 

国際学部国際文化学科 × × × 

国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

英語 1C （Grammar1）R3 福田 一雄 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 

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 
英文法の基本的知識を養うこと。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】授業内容の紹介。第１課 be 動詞 
【前・後】教科書予習 

【授】第７課 名詞と冠詞、第８課 助動詞 
【前・後】教科書予習 

第２回 第１０回 
【授】第１課 be 動詞、第２課 現在形 
【前・後】教科書予習 

【授】第９課 提案と命令、第１０課 未来形 
【前・後】教科書予習 

第３回 第１１回 
【授】第２課 現在形、第３課 過去形 
【前・後】教科書予習 

【授】小テスト、第１０課 未来形 
【前・後】復習と教科書予習 

第４回 第１２回 
【授】小テスト、第４課 代名詞 
【前・後】復習と教科書予習 

【授】第１１課 疑問文と付加疑問文 
【前・後】教科書予習 

第５回 第１３回 
【授】第４課 代名詞 
【前・後】教科書予習 

【授】第１１課 疑問文と付加疑問文 
【前・後】教科書予習 

第６回 第１４回 
【授】第５課 前置詞、第６課 進行形 
【前・後】教科書予習 

【授】小テスト、第１２課 形容詞 
【前・後】復習と教科書予習 

第７回 第１５回 
【授】小テスト、第６課 進行形 
【前・後】復習と教科書予習 

【授】第１２課 形容詞 
【前・後】教科書予習 

第８回 第１６回 
【授】授業のまとめ、中間試験 
【前・後】復習 

【授】授業のまとめ。期末試験ト 
【前・後】復習 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験        
小テスト・授業内レポート        

宿題・授業外レポート        
授業態度・授業への参加        

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

中間試験３０％、期末試験３０％、小テスト全体で４０％、それに出席状況と授業参加度を加味して総合的に評価する。 
教科書参考書 

教科書：Andrew E. Bennett & Toru Komiya 著 GRAMMAR PLUS （南雲堂 ２０００円＋税） 
受講に当たっての留意事項 

欠席が４回を超えると受講資格を失う。 
学習到達目標 

英文法の基礎的知識を身につけ、それを英文の理解に利用できること。 
JABEE 

関連する学習・教育到達目標：Ｂ 
【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 

130113 XYX1130113 

1 前期 

国際学部国際文化学科 × × × 

国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

英語 1C （Grammar1）R4 大竹 芳夫 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) 基礎 必修 １年 

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 
英語を読み、聞き、話し、書くための基礎となる文法事項を学習し、コミュニケーションに役立つ英語力を身につける。あわせて、教科書の付属
CDや、日常生活を場面ごとに取り上げるビデオ教材を活用しながらリスニング能力の向上も目指す。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】オリエンテーション（教材の特徴・意義と使用方法，授業の進め方，評価方法などについ
て）、１ be 動詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】７ 名詞と冠詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】２ 現在形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】８ 助動詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】３ 過去形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】９ 提案と命令 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】４ 代名詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】１０ 未来形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】５ 前置詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】１１ 疑問文と付加疑問文 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】６ 進行形 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】１２ 形容詞 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第７回 第１５回 
【授】まとめと復習 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】まとめと復習 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取り
上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

【授】期末試験 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験       50 
小テスト・授業内レポート       50 

宿題・授業外レポート        
授業態度・授業への参加        

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

期末試験の他に中間試験を実施します。評価は 25％です。全体の評価は中間試験 25％＋期末試験 25％＋小テスト等 50％＝100％となります。 
教科書参考書 

Andrew E. Bennett and Toru Komiya: Grammar Plus.（南雲堂） 
受講に当たっての留意事項 

英和辞典（電子辞書も可）を授業時に持参してください。月 1 回の割合で小テストを計 4 回実施します。必ず受けるようにしてください。欠席 5
回以上で期末試験の受験資格を失うので十分注意してください。 

学習到達目標 
英文法の基本的知識を習得し、コミュニケーションに役立つ基礎的な英語力を身につけることができる。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：Ｂ 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 


