
 

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 

320266 XZY1320266 

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 × × × 

メディア英語２A 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.The main objectives of this course are to improve students' 
reading and writing skills.  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 
【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 3 Movies 
【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 Inventions and Inventors 
【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 3 Movies 
【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 Inventions and Inventors 
【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 3 Movies 
【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 1 Inventions and Inventors 
【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】CNN 
【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 Sports 
【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】CNN 
【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 2 Sports 
【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】BBC 
【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 2 Sports 
【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, Reading and Vocabulary Development 2  Thoughts and Notions Second Edition(Thomson Heinle) 
ISBN:1-4130-0498-9 

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 

320266 XZY1320266 

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 × × × 

メディア英語２B 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.The main objectives of this course are to improve students' 
reading and writing skills.  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 
【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 3 Movies 
【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 Inventions and Inventors 
【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 3 Movies 
【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 Inventions and Inventors 
【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 3 Movies 
【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 1 Inventions and Inventors 
【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】CNN 
【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 Sports 
【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】CNN 
【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 2 Sports 
【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】BBC 
【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 2 Sports 
【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, Reading and Vocabulary Development 2  Thoughts and Notions Second Edition(Thomson Heinle) 
ISBN:1-4130-0498-9 

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 

320266 XZY1320266 

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 × × × 

メディア英語２C 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.The main objectives of this course are to improve students' 
reading and writing skills.  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 
【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 3 Movies 
【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 Inventions and Inventors 
【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 3 Movies 
【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 Inventions and Inventors 
【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 3 Movies 
【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 1 Inventions and Inventors 
【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】CNN 
【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 Sports 
【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】CNN 
【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 2 Sports 
【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】BBC 
【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 2 Sports 
【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, Reading and Vocabulary Development 2  Thoughts and Notions Second Edition(Thomson Heinle) 
ISBN:1-4130-0498-9 

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 

320266 XZY1320266 

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 × × × 

メディア英語２D 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 
この授業ではメディアで使われる英語に慣れるために、毎回 Mainichi Weekly という大学生向けの英字新聞を読むことに挑戦します。内容を確認
して要約したり、そのことについてどう思うかをグループで話し合い、英文で２００ワードのエッセイを書くことを目的とします。併せて、
Extensive Reading（略して ER、多読）も行います。図書館にある英語の本の中から自分の興味ある本を選んで、昼休みや放課後等の時間を使って、
各自のペースで読み進め、ボキャブラリーを増やして英語力の基礎も身に付けます。 

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】ハンドアウトに目を通して、英字新聞を読み始める。 

【授】"Taxing Issue" 消費税率８％引き上げへ 阿部首相が表明 2/15/2013 
【前・後】記事に対する Opinion を書く。 

第２回 第１０回 
【授】"Booming Bp;;ywood" インド映画の新時代「きっと、うまくいく」8/10-17/2013 
【前・後】新聞記事の Summary を書く。 

【授】"Monkeys Attract International Crowd" 長野県「地獄谷野猿公苑」にて 2/15/2014 
【前・後】新聞記事の Summary を書く。 

第３回 第１１回 
【授】"Booming Bp;;ywood" インド映画の新時代「きっと、うまくいく」 8/10-17/2013 
【前・後】記事に対する Opinion を書く。 

【授】"Monkeys Attract International Crowd" 長野県「地獄谷野猿公苑」にて 2/15/2014 
【前・後】記事に対する Opinion を書く。 

第４回 第１２回 
【授】"Remembering MLK" キング牧師「私には夢がある」演説から 50 年 9/7/2013 
【前・後】新聞記事の Summary を書く。 

【授】"Highflier" 国内航空会社パイロット指導教官に初の女性 9/12/2015 
【前・後】新聞記事の Summary を書く。 

第５回 第１３回 
【授】"Remembering MLK" キング牧師「私には夢がある」演説から 50 年 9/7/2013 
【前・後】記事に対する Opinion を書く。 

【授】"Highflier" 国内航空会社パイロット指導教官に初の女性 9/12/2015 
【前・後】記事に対する Opinion を書く。 

第６回 第１４回 
【授】"Connecting Cultures" ケリアン・パノス氏に聞くコミュニケーション学 3/9/2013 
【前・後】新聞記事の Summary を書く。 

【授】"Global Goodwill" 内野聖陽さん、映画「海難 1890」への思い語る 12/19/2015 
【前・後】新聞記事の Summary を書く。 

第７回 第１５回 
【授】"Connecting Cultures" ケリアン・パノス氏に聞くコミュニケーション学 3/9/2013 
【前・後】記事に対する Opinion を書く。 

【授】"Global Goodwill" 内野聖陽さん、映画「海難 1890」への思い語る 12/19/2015 
【前・後】記事に対する Opinion を書く。 

第８回 第１６回 
【授】"Taxing Issue" 消費税率８％引き上げへ 阿部首相が表明 2/15/2013 
【前・後】新聞記事の Summary を書く。 

【授】この授業では、2 週間に 1 度提出するエッセイの得点をもとにした継続評価（continuous 
assessment）方式を採用するため、期末試験は行ないません。 
【前・後】今まで書いたエッセイのまとめと復習 

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 ○ ○ ○ ○ ○  10 

宿題・授業外レポート ○ ○ ○  ○  40 
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 

この授業では、定期試験の代わりに 2週間に 1度提出するエッセイの得点をもとにした継続評価（continuous assessment）方式を採用します。な
お、成績は授業参加、エッセイ・ライティング、ER、ファイル・マネージメントを含めて総合的に評価します。 

教科書参考書 
プリント教材を使用 

受講に当たっての留意事項 
毎回必ず英語の辞書を持参すること。エッセイやハンドアウトを綴じるためのファイルを各自で準備して下さい。なお、5回以上欠席がある場合は
単位が取れなくなる恐れがありますので、十分注意して下さい。また、20分以上の遅刻は欠席と見なします。 

学習到達目標 
１つの新聞記事について、Introduction, Summary, Opinion, Conclusion を含む 4 段落で構成されたエッセイ（約 200 words）が書けるようにな
る。 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 


