
 

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 

320265 XZY1320265 

1 後期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 １年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 １年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

メディア英語１Ａ 山内 ダーリーン 

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 
This course will introduce various types of media both print and digital.  Through active participation in classroom activities students 
will have an opportunity to increase their vocabulary and improve their reading, writing, listening, as well as discussion, research 
and presentation skills. 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction     
      
      
         
      
     
   Introduction 
【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 5 Work and Leisure 
【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 Animals 
【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 5 Work and Leisure 
【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 1 Animals 
【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 6 Interesting People of the World 
【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 2 How? Why? 
【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 6 Interesting People of the World 
【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 2 How? Why? 
【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】Unit7 Exploration and Adventure 
【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 4 Music 
【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】Unit7 Exploration and Adventure 
【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 4 Music 
【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】Review 
【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】Midterm Examination 
【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】Final Examination 

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        

Attendance/Class Participation/ Short Presentation 50%                                                            Midterm 
Examination/Final Examination 50% 

教科書参考書 
Patricia Ackert and Linda Lee, Facts and Figures Fourth Edition(Thomson Heinle) ISBN:1-4130-0418-0 

受講に当たっての留意事項 
The students who attend and participate in this class will be very successful. 

学習到達目標 
The purpose of this class is to introduce various types of media in English while at the same time allowing students to improve their 
English language acquisition skills 

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 

320265 XZY1320265 

1 後期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 １年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 １年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

メディア英語１Ｂ 山内 ダーリーン 

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 
This course will introduce various types of media both print and digital.  Through active participation in classroom activities students 
will have an opportunity to increase their vocabulary and improve their reading, writing, listening, as well as discussion, research 
and presentation skills. 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction     
      
      
         
      
     
   Introduction 
【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 5 Work and Leisure 
【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 Animals 
【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 5 Work and Leisure 
【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 1 Animals 
【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 6 Interesting People of the World 
【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 2 How? Why? 
【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 6 Interesting People of the World 
【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 2 How? Why? 
【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】Unit7 Exploration and Adventure 
【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 4 Music 
【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】Unit7 Exploration and Adventure 
【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 4 Music 
【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】Review 
【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】Midterm Examination 
【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】Final Examination 

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        

Attendance/Class Participation/ Short Presentation 50%                                                            Midterm 
Examination/Final Examination 50% 

教科書参考書 
Patricia Ackert and Linda Lee, Facts and Figures Fourth Edition(Thomson Heinle) ISBN:1-4130-0418-0 

受講に当たっての留意事項 
The students who attend and participate in this class will be very successful. 

学習到達目標 
The purpose of this class is to introduce various types of media in English while at the same time allowing students to improve their 
English language acquisition skills 

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 

320265 XZY1320265 

1 後期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 １年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 １年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

メディア英語１Ｃ 矢口 裕子 

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 
リスニング・発音の訓練に最適であるとともに、口語英語・イディオム表現の宝庫である英語のポップスを素材に英語を学習する。英語の音とこ
とばに対する感覚をともに磨くことを目指す。テキストにそってリスニング･文法･リーディングの問題に取り組むとともに､それぞれの曲の歌詞に
担当学生の訳を提供してもらう｡学生が自分の好きな曲を選び、リスニングの穴埋め問題・訳詞の作成をしてもらうこともありうる。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】イントロダクション 
【前・後】1 章予習 

【授】Everytime I Close My Eyes 
【前・後】8 章復習、9 章予習 

第２回 第１０回 
【授】1. My Heart will Go On 
【前・後】1 章復習、2 章予習 

【授】Life 
【前・後】9 章復習、10 章予習 

第３回 第１１回 
【授】2. Open Arms 
【前・後】2 章復習、3 章予習 

【授】The Stranger 
【前・後】10 章復習、11 章予習 

第４回 第１２回 
【授】Don't Look Back in Anger 
【前・後】3 章復習、4 章予習 

【授】All I Want for Christmas Is You 
【前・後】11 章復習、12 章予習 

第５回 第１３回 
【授】A Whole New World 
【前・後】4 章復習、5 章予習 

【授】Hey Now (Girls Just Wanna Have Fun) 
【前・後】12 章復習、プリント予習 

第６回 第１４回 
【授】Livin' la Vida Loca 
【前・後】5 章復習、6 章予習 

【授】教員作成の問題、プリント① 
【前・後】プリント復習、予習 

第７回 第１５回 
【授】Kiss of Life 
【前・後】6 章復習、7 章予習 

【授】教員作成の問題、プリント② 
【前・後】プリント復習 

第８回 第１６回 
【授】I Don't Wanna Miss a Thing 
【前・後】7 章復習、8 章予習 

【授】試験または／およびレポート 
【前・後】試験勉強／レポート執筆 

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       80 
小テスト・授業内レポート        

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

成果発表（口頭・実技）       10 
演習        

その他        

 
教科書参考書 

English with Hit Songs （成美堂） 
受講に当たっての留意事項 

全員が予習してくることを前提として授業を進める。担当者が正当な理由と適切な対応なく欠席した場合は大幅原点。出席のための出席は意味が
ない。 

学習到達目標 
リスニング・発音の訓練、口語・イディオム表現とともに、ポップスの背景にある英語圏の文化・歴史を学ぶことをめざす。 

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 

320265 XZY1320265 

1 後期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 １年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 １年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

メディア英語１D 矢口 裕子 

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 
 生きた英語を学ぶのに､映画が格好の素材を提供してくれることは異論のないところだろう｡登場人物の設定によって､方言､スラング､時に訛り
を含む多種多様な英語が話される口語英語の宝庫であることはもちろんだが､一流の劇作家を含む脚本家によって練り上げられテキストは､文学的
な価値も持っている｡また、硬軟さまざまなテーマの背景にある歴史･文化を学ぶ良い教科書ともなってくれる｡ 
 この授業では､９０年代にロサンジェルスで起きたいわゆる｢ロス暴動｣を時代背景として､ある高校の新人教師と生徒たちが自らの体験を著して
ベストセラーとなった The Freedom Writers’ Diary の映画化作品を素材としたテキストを取りあげる｡クラスのなかで白人は１人のみ､後はアフ
リカ系､アジア系､ラテンアメリカ系の、困難な家庭環境･生育歴を持つ生徒たちがぶつかり合い､教師の情熱に励まされ学ぶことに目覚めていく過
程を描くとともに､アメリカの人種問題の根深さ複雑さを改めて考えさせる作品である｡ 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】イントロダクション 
【前・後】プリント復習 

【授】６．ライン・ゲーム 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

第２回 第１０回 
【授】作品鑑賞① 
【前・後】作品の背景を調べる 

【授】７．戦争 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

第３回 第１１回 
【授】作品鑑賞② 
【前・後】作品の背景を調べる 

【授】８．許可 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

第４回 第１２回 
【授】1. 人種間の対立 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

【授】９．寛容の博物館 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

第５回 第１３回 
【授】２．国語の教師 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

【授】１０．ここが僕の家 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

第６回 第１４回 
【授】３．縄張り 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

【授】１１．アンネの日記 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

第７回 第１５回 
【授】４．国境線 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

【授】１２．ヒーロー 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

第８回 第１６回 
【授】５．知らないのに？ 
【前・後】ヴォキャブラリー・文法問題・ダイアローグ学習 

【授】試験 
【前・後】総復習・試験勉強 

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       80 
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       10 

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

 
教科書参考書 

鶴見書店『フリーダム・ライターズ』 
受講に当たっての留意事項 

テキストは Scriptと Exerciseからなる。どちらも全員が予習してくることを前提として授業を進める｡ Scriptとはト書きも含む脚本で､俳優･映
画製作者はこれをもとに映画を創りあげる｡皆さんも役者になったつもりで台詞を読み､かつ日本語に訳し､文法的質問にも答えられるよう準備を
してきてほしい｡予習しないで授業に臨むことは、教員のみならず他の学生にとっても迷惑となるのでくれぐれも謹んでほしい｡出席のための出席
は意味がない。 

学習到達目標 
総合的英語力の修得､英語表現の背後にある文化･思想･時代を探ること｡ 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 


