
 

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 

320263 XZY2320263 

1 後期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 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 × × × 

国際ビジネス英語５A 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) × × × 
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対策のテキストを使って、実際の受験の準備をするとともに、語彙、文法、語法等の定着を図りながら、総合的な英語力の向上を目指す。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】説明、Pre-test 等 
【前・後】次回授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。 

【授】Unit7 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 1 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 8 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 2 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 9 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 3 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 10 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 4 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 11 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 5 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 12 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 6 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】まとめ 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】まとめ 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】期末試験 
【前・後】これまでの復習をしっかりして試験に臨むこと。 

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       10 
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他       10 

その他：TOEIC 
教科書参考書 

上仲律子他：FAST PASS FOR THE TOEIC TEST（センゲージラーニング） 
受講に当たっての留意事項 

欠席が三分の一を超えると試験資格を失う。遅刻二回で欠席一回。毎回辞書を必ず持参すること。 
学習到達目標 

基本的な文法、語彙、語法をしっかり身に付けられるようにする。集中して問題に取り組み、TOEICの得点をあげるコツをつかめるようになる。 
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 

320263 XZY2320263 

1 後期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 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 × × × 

国際ビジネス英語５B 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) × × × 
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対策のテキストを使って、実際の受験の準備をするとともに、語彙、文法、語法等の定着を図りながら、総合的な英語力の向上を目指す。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】説明、Pre-test 等 
【前・後】次回授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。 

【授】Unit7 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 1 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 8 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 2 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 9 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 3 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 10 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 4 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 11 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 5 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】Unit 12 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 6 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】まとめ 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に
学習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】まとめ 
【前・後】授業で学習するテキストの該当箇所を読み、問題を解いておくこと。また授業中に学
習したテキストの該当箇所を読み返しておくこと。 

【授】期末試験 
【前・後】これまでの復習をしっかりして試験に臨むこと。 

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       10 
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他       10 

その他：TOEIC 
教科書参考書 

上仲律子他：FAST PASS FOR THE TOEIC TEST（センゲージラーニング） 
受講に当たっての留意事項 

欠席が三分の一を超えると試験資格を失う。遅刻二回で欠席一回。毎回辞書を必ず持参すること。 
学習到達目標 

基本的な文法、語彙、語法をしっかり身に付けられるようにする。集中して問題に取り組み、TOEICの得点をあげるコツをつかめるようになる。 
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 

320263 XZY2320263 

1 後期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 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 × × × 

国際ビジネス英語５C 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) × × × 
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形式の問題演習を通して，ビジネスに役立つ英語力を身につける。 

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 

【授】Unit 8 のポイント解説と演習 
【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２回 第１０回 
【授】Unit 1 のポイント解説と演習 
【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】Unit 9 のポイント解説と演習 
【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３回 第１１回 
【授】Unit 2 のポイント解説と演習 
【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】Unit 10 のポイント解説と演習 
【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４回 第１２回 
【授】Unit 3 のポイント解説と演習 
【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】Unit 11 のポイント解説と演習 
【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５回 第１３回 
【授】Unit 4 のポイント解説と演習 
【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】Unit 12 のポイント解説と演習 
【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６回 第１４回 
【授】Unit 5 のポイント解説と演習 
【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】Unit 13 のポイント解説と演習 
【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７回 第１５回 
【授】Unit 6 のポイント解説と演習 
【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】Unit 14 のポイント解説と演習，今後の英語学習について 
【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】Unit 7 のポイント解説と演習 
【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】テストとその他 

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       70 

小テスト・授業内レポート       30 
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(70%)、小テスト ＋ 発表内容(30%)により成績評価を行う。自主的発表内容や発表回数に応じて加点評価する。 
教科書参考書 

Crossing the TOEIC Bridge. 林姿穂, 西田晴美, Brian Covert著, 朝日出版社,  定価 ：本体 1,800円+税. ISBN:978-4-255-15564-7 
受講に当たっての留意事項 

英和辞典（電子辞書も可）を授業時に持参すること。 
学習到達目標 

TOEIC形式の問題演習を通して，ビジネスに役立つ英語のリーディング能力とリスニング能力を身につけることができる。 
JABEE 

 
【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習

 


