
 

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 

320260 XZY1320260 

1 前期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 ２年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 ２年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

国際ビジネス英語２A 藤本 直生 

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 
ＴＯＥＩＣ対策の演習問題を行いながら、必要な語法や文法の定着を図ります。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】自己紹介、英語係選出、オリエンテーション 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

【授】Unit 8 アナウンス、接続詞・前置詞 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 1 人物の動作と状態、表・用紙 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

【授】Unit 9 Yes/ No 疑問文、Part 7 の復習 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 2 疑問詞を使った疑問文、手紙・E メール 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

【授】Unit 10 店での会話、Part 5 の復習 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 3 電話での会話、品詞 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

【授】Unit 11 ラジオ放送（広告／天気予報／交通情報／ニュース）、時制・代名詞・語い問題 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 4 留守番電話、動詞 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

【授】Unit 12 オフィスでの会話、つなぎ言葉 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 5 物の状態と位置、広告 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

【授】Unit 13 ツアー・トーク・スピーチ（美術館／工場／オリエンテーション）、Part 6 の
復習 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 6 基本文（依頼／提案／申し出）と応答の決まり文句、ダブルパッセージ（２つの
文書） 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

【授】Unit 14 Part 1 ～ Part 4 の復習 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

第８回 第１６回 
【授】Unit 7 屋外や交通機関での会話、代名詞・関係代名詞 
【前・後】ER として Graded Readers を自分のペースで読み進める。 

【授】定期試験 
【前・後】定期試験 見直し 

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 ○ ○     40 

小テスト・授業内レポート ○ ○  ○   10 
宿題・授業外レポート        

授業態度・授業への参加   ○ ○   30 
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他   ○    20 

評価は定期試験の結果だけでなく、授業参加および授業内、授業外での勉強の成果も反映させます。さらに、評価には Extensive Reading (ER 多
読)として、毎日英語の本を読み、『めざせ 100万語 読書記録手帳』に読んだ本の文字数を記録し、125,000ワードを上限として２０％を反映させ
ます。 

教科書参考書 
『Mastery Drills for the TOEIC Test -All in One Target 400』早川幸治著、桐原書店 

受講に当たっての留意事項 
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。なお、20分以上の遅刻は欠席と見なします。 

学習到達目標 
集中して問題に取り組み、TOEICの得点を各自前年度よりも上げることができる読解力、聴解力を身に付けることを目標とします。 

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 

320260 XZY1320260 

1 前期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 ２年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 ２年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

国際ビジネス英語２B 山崎 祥子 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) × × × 
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 
TOEIC対策の演習問題を行いながら、必要な語法や文法の定着を図る。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction 
【前・後】授業内容と予定をつかみ、チェックリンクの登録など授業準備をする。 また次回の
授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 8  Doing Business Online （仮定法） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 1 Traveling (動詞) 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 9  Housing （前置詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 2  Daily life & Shopping (呼応関係の表現) 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 10  Making Deals & Contracts （動名詞・不定詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 3  At Restaurants (比較) 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 11  Public Service （接続詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 4  Job Hunting （関係代名詞・分詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 12  Banking & Finance （副詞・形容詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 5  At the Office 1 （時制１） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 13  At Seminars & Workshops （文脈） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 6  At the Office 2 （名詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 14 News & Media （時制２） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 （Unit 1 - 6） 
【前・後】これまでの問題を解くなどして復習し、苦手なところを補強してのぞむ。 

【授】期末試験（Unit 8 - 14） 
【前・後】これまでの問題を解くなどして復習し、苦手なところを補強してのぞむ。 

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       15 

宿題・授業外レポート       15 
授業態度・授業への参加       10 

成果発表（口頭・実技）       10 
演習        

その他        

 
教科書参考書 

植木 美千子 他 著 Lighting Up the TOEIC Test (金星堂) 
（チェックリンクを使用するので新しいテキストを購入してください。） 

受講に当たっての留意事項 
必ず事前に問題をノートに解いてくること。授業後に復習し、学習内容の定着を図ること。 
（1回目の授業でチェックリンクの登録をするのでテキストを持参してください。） 

学習到達目標 
集中して問題に取り組むことができる。TOEICの得点を上げることができる読解力、聴解力が身に付く。 

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 

320260 XZY1320260 

1 前期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 ２年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 ２年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

国際ビジネス英語２C 山崎 祥子 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) × × × 
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 
TOEIC対策の演習問題を行いながら、必要な語法や文法の定着を図る。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction 
【前・後】授業内容と予定をつかみ、チェックリンクの登録など授業準備をする。 また次回の
授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 8  Doing Business Online （仮定法） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 1 Traveling (動詞) 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 9  Housing （前置詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 2  Daily life & Shopping (呼応関係の表現) 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 10  Making Deals & Contracts （動名詞・不定詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 3  At Restaurants (比較) 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 11  Public Service （接続詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 4  Job Hunting （関係代名詞・分詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 12  Banking & Finance （副詞・形容詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 5  At the Office 1 （時制１） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 13  At Seminars & Workshops （文脈） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 6  At the Office 2 （名詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 14 News & Media （時制２） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 （Unit 1 - 6） 
【前・後】これまでの問題を解くなどして復習し、苦手なところを補強してのぞむ。 

【授】期末試験（Unit 8 - 14） 
【前・後】これまでの問題を解くなどして復習し、苦手なところを補強してのぞむ。 

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       15 

宿題・授業外レポート       15 
授業態度・授業への参加       10 

成果発表（口頭・実技）       10 
演習        

その他        

 
教科書参考書 

植木 美千子 他 著 Lighting Up the TOEIC Test (金星堂) 
（チェックリンクを使用するので新しいテキストを購入してください。） 

受講に当たっての留意事項 
必ず事前に問題をノートに解いてくること。授業後に復習し、学習内容の定着を図ること。 
（1回目の授業でチェックリンクの登録をするのでテキストを持参してください。） 

学習到達目標 
集中して問題に取り組むことができる。TOEICの得点を上げることができる読解力、聴解力が身に付く。 

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 

320260 XZY1320260 

1 前期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 ２年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 ２年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

国際ビジネス英語２D 山崎 祥子 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) × × × 
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 
TOEIC対策の演習問題を行いながら、必要な語法や文法の定着を図る。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction 
【前・後】授業内容と予定をつかみ、リンガポルタの登録など授業準備をする。 また次回の授
業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 8 Finance / Budget / Salary （動名詞・不定詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 1 Entertainment (品詞) & Unit 2 Transportation / Airport (名詞) 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 9 Hobby / Sports / Art （条件節） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 3 Technology / Office Supplies （時制と不規則変化） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 10 Education / Schools （分詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 4 Housing / Building / Construction （形容詞・副詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 11 Hotel / Service （関係詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 5 sightseeing / Guided Tour （前置詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 12 Shopping / Purchases （仮定法） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 6 Eating Out / Restaurant  （助動詞） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 13 Personnel / Training （並列関係） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 7 Hospital / Health （命令文） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】Unit 14 Employment / Job Hunting （主語と動詞の一致） 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を復習し、小テストに備えること。 また次回
の授業で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 （Unit 1 - 7） 
【前・後】これまでの問題を解くなどして復習し、苦手なところを補強してのぞむ。 

【授】期末試験（Unit 8 - 14） 
【前・後】これまでの問題を解くなどして復習し、苦手なところを補強してのぞむ。 

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       15 

宿題・授業外レポート       15 
授業態度・授業への参加       10 

成果発表（口頭・実技）       10 
演習        

その他        

 
教科書参考書 

松本 恵美子 他 著 The Ultimate Approach for the TOEIC Test (成美堂) 
受講に当たっての留意事項 

必ず事前に問題をノートに解いてくること。授業後に復習し、学習内容の定着を図ること。 
（1回目の授業でリンガポルタの説明をするので、テキストを持参してください。） 

学習到達目標 
集中して問題に取り組むことができる。TOEICの得点を上げることができる読解力、聴解力が身に付く。 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 


