
 

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 

130141 XYX2130141 

1 後期 

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 4A （Reading4）X 市橋 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 ２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 ２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 
この授業では日本で働く様々な人々へのインタビュー記事とそれにまつわる論説文を読みながら、読解力を高めていく学習を行います。教科書の
内容は、実際に働いている人々のリアルな声や実態にまつわるお話ですので、社会人となっていく皆さんには働く上で大切なことがたくさん学べ
るかと思います。この授業では、視聴覚資料も導入し、多角的な発展学習を行います。そうすることにより単に英語の基礎知識や読解力だけでな
く、リスニング力やコミュニケーション能力も伸ばせることと思います。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】イントロダクション―授業について 【授】Unit 11 Connect Workers with Companies [Intro, Topic 1, 2 & 3] 

【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】Unit 8 Build a Happy Life!  [Intro, Topic 1, 2 & 3] 
【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】Unit 11 Connect Workers with Companies [Reading Passage] 
【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】Unit 8 Build a Happy Life! [Reading Passage] 
【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】Unit 12 Neccessity Is the Mother of Invention [Intro, Topic 1, 2 & 3] 
【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】Unit 9 Life Is like Riding a Bicycle [Intro, Topic 1, 2 & 3] 
【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】Unit 12 Neccessity Is the Mother of Invention [Reading Passage] 
【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】Unit 9 Life Is like Riding a Bicycle [Reading Passage] 
【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】Unit 13 What's the Recipe for Success? [Intro, Topic 1, 2 & 3] 
【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】Unit 10 Trade Ideas for Positive Change [Intro, Topic 1, 2 & 3] 
【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】Unit 13 What's the Recipe for Success? [Reading Passage] 
【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】Unit 10 Trade Ideas for Positive Change [Reading Passage] 
【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】Unit 14 Help Animals for a Better Society [Intro, Topic 1, 2 & 3] 
【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       20 
宿題・授業外レポート       20 

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

演習        
その他        

中間試験 ２５％ 期末試験 ２５％ 小テスト ２０％ 課題 ２０％ 授業態度・発表点 １０％ 
教科書参考書 

Working in Japan 
Alice Gordenker / John Rucynski  定価：2,400 円、Cengage Learning  
ISBN: 978-4-86312-248-2 

受講に当たっての留意事項 
英和辞典（電子辞書または紙媒体）を必ず持参してください。教員が単語の意味を教えることはありません。また、予習では自分で考えた和訳を
ノートに書き、文法問題についても問題文の英語を必ず和訳できるようにしておいてください。ほぼ毎回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 
基本的で正確な英文法の知識を活用しながら、平明な英語の文章を正確に読み、同時に国際的な視野と教養が身に付く。 

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 

130141 XYX2130141 

1 後期 

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 4A （Reading4）Y 茅野 潤一郎 

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 ２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 ２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 
これまでに培った英語読解力のさらなる向上を目指し、単語力の強化と英文を正確に読んで理解する能力を養成します。理解度確認の練習問題の
みならず、内容に関連したリスニング問題や文法問題も扱い、TOEIC形式の問題にも慣れる。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction /11. Giving away billions 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

【授】15. Exporting culture 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

第２回 第１０回 
【授】11. Giving away billions 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

【授】15. Exporting culture / 16. Aging populations 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

第３回 第１１回 
【授】12. Computer actors 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

【授】16. Aging populations 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

第４回 第１２回 
【授】12. Computer actors / 13. New York City 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

【授】17. The power of YouTube 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

第５回 第１３回 
【授】13. New York City 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

【授】17. The power of YouTube / 18. Sotheby's 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

第６回 第１４回 
【授】14. Fresh water: A growing crisis 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

【授】18. Sotheby's 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

第７回 第１５回 
【授】14. Fresh water: A growing crisis / Review session 
【前・後】事後： 試験準備 

【授】Review activity 
【前・後】事後： 試験準備 

第８回 第１６回 
【授】Mid-examination 
【前・後】事後： 次回授業の範囲の準備 

【授】Final examination 
【前・後】事前：試験準備 

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 60      60 
小テスト・授業内レポート 20      20 

宿題・授業外レポート        
授業態度・授業への参加  20     20 

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

 
教科書参考書 

Bennett, A.(2015) Reading Pass 2, Nan'un-do. 
受講に当たっての留意事項 

・英和辞典を必ず持参すること。（持参しない場合は、授業に参加する意欲が無いものとして扱われます。） 
・出欠については厳格に扱います。教員による出欠確認後の入室は出席とはみなしません。（特別な事情による遅刻についてはこの限りではありま
せん。申し出てください。） 

学習到達目標 
現代社会に関する比較的平易な文章を、辞書の助けを借りながら正確に読み取ることができる。 

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
 



 

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 

130141 XYX2130141 

1 後期 

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 4A （Reading4）Z1 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 ２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 ２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 
さまざまな文体、幅広いトピックの英文を精読することによって英語の読解力を身につけることを授業目的とする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Unit 1 Slice, Dice and Play 
【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】Unit 8  Of Walls and Eggs 
【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】Unit 2  Saving Traditional Food 
【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】Unit 9  Vertical Farming 
【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】Unit 3  The Basket Project 
【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】Unit 10  Is It Dance or Martial Art? 
【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】Unit 4  The "Mods" and "Rockers" 
【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】Unit 11  The Ubiquitous Bow 
【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】Unit 5  Winning the Golden Ticket 
【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】Unit 12  How Do You Start? 
【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】Unit 6  Great Lady of Nazca 
【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】Unit 13  People on the Move 
【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】Unit 7  Who's Smarter? 
【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】Unit 14  Hot Coffee, Please! 
【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】事前に試験箇所を熟読し、理解不明箇所を確認する。試験後その箇所の理解に努める。 

【授】定期試験 
【前・後】事前に試験箇所を熟読し、理解不明箇所を確認する。試験後その箇所の理解に努め
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        

定期試験の他に中間試験を実施し、その評価は 25%です。最終評価は、中間試験 25%＋定期試験 25%＋小テスト 50%=100%となります。 
教科書参考書 

寺内正典ほか, Reading Wizard （金星堂） 
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。授業は演習形式で行うので十分な予習が必要です。欠席５回以上で試験資格を失うので欠席には十分注
意して下さい。 

学習到達目標 
英語の読解力向上を目指す授業なので出来るだけ多くの英語を読んでいきます。辞書の助けを借りながら英語を読める基礎力の修養を本授業の学
習到達目標とします。 

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 

130141 XYX2130141 

1 後期 

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 4A （Reading4）Z2 辻 照彦 

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 ２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 ２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 
大学入学までに身につけた英語の知識を整理・再構成し、大学生にふさわしい読解力を修得する。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Lesson 7: Your Transport, My Transport 
【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】Lesson 10: Fireworks 
【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】Lesson 7: Dialog 
【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】Lesson 10: Dialog 
【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】Lesson 8: Convenience Stores 
【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】Lesson 11: Public or Private? 
【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】Lesson 8: Dialog 
【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】Lesson 11: Dialog 
【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】Lesson 9: Is It a Good Noise? 
【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】Lesson 12: Technology 
【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】Lesson 9: Dialog 
【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】Lesson 12: Dialog 
【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】7 課から 9 課までのまとめ 
【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 課から 12 課までのまとめ 
【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】まとめと中間テスト 
【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】学期末試験 

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       25 
宿題・授業外レポート        

授業態度・授業への参加       25 
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他        

 
教科書参考書 

Viewpoints: Japan and England （南雲堂） 
受講に当たっての留意事項 

無断欠席・遅刻は絶対にしないこと。 
学習到達目標 

平明な英語で書かれた文書を正確に読むことができる。 
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

 



 

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 

130141 XYX2130141 

1 後期 

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 4A （Reading4）Z3 高橋 康浩 

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 ２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 ２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 
標準的な難易度のテキストを読みながら英語の文章に慣れていくようにする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】授業のガイダンス、学習方法の説明。 【授】unit 7 の学習 

【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２回 第１０回 
【授】unit 1 の学習 
【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】unit 8 の学習 
【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３回 第１１回 
【授】unit 2 の学習 
【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】unit 9 の学習 
【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４回 第１２回 
【授】unit 3 の学習 
【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】unit 10 の学習 
【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５回 第１３回 
【授】uniti 4 の学習 
【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】unit 11 の学習 
【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６回 第１４回 
【授】unit 5 の学習 
【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】unit 1２ の学習 
【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７回 第１５回 
【授】unit 6 の学習 
【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】unit 13 の学習 
【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】中間テスト 【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       60 
小テスト・授業内レポート       20 

宿題・授業外レポート        
授業態度・授業への参加       20 

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

 
教科書参考書 

Neil J. Anderson 他：Basic Skills for Reading(SEIBIDO) 
受講に当たっての留意事項 

授業には必ず辞書を持ってくること。わからない単語はすぐに調べるようにする。辞書によく親しむようにしてください。 
学習到達目標 

授業計画をできるだけ完遂するようにする。 
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

 



 

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 

130141 XYX2130141 

1 後期 

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 4A （Reading4）Z4 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 ２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 ２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 
さまざまな文体、幅広いトピックの英文を精読することによって英語の読解力を身につけることを授業目的とする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Unit 1 Slice, Dice and Play 
【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】Unit 8  Of Walls and Eggs 
【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】Unit 2  Saving Traditional Food 
【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】Unit 9  Vertical Farming 
【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】Unit 3  The Basket Project 
【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】Unit 10  Is It Dance or Martial Art? 
【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】Unit 4  The "Mods" and "Rockers" 
【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】Unit 11  The Ubiquitous Bow 
【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】Unit 5  Winning the Golden Ticket 
【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】Unit 12  How Do You Start? 
【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】Unit 6  Great Lady of Nazca 
【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】Unit 13  People on the Move 
【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】Unit 7  Who's Smarter? 
【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】Unit 14  Hot Coffee, Please! 
【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】事前に試験箇所を熟読し、理解不明箇所を確認する。試験後その箇所の理解に努める。 

【授】定期試験 
【前・後】事前に試験箇所を熟読し、理解不明箇所を確認する。試験後その箇所の理解に努め
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        

定期試験の他に中間試験を実施し、その評価は 25%です。最終評価は、中間試験 25%＋定期試験 25%＋小テスト 50%=100%となります。 
教科書参考書 

寺内正典ほか, Reading Wizard （金星堂） 
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。授業は演習形式で行うので十分な予習が必要です。欠席５回以上で試験資格を失うので欠席には十分注
意して下さい。 

学習到達目標 
英語の読解力向上を目指す授業なので出来るだけ多くの英語を読んでいきます。辞書の助けを借りながら英語を読める基礎力の修養を本授業の学
習到達目標とします。 

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
 


