
 

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 

320271 XZY2320271 

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 × × × 

リーディング・ライティング
２A 

佐藤 泰子 

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 
Along with Int’l Business 5, Reading & Writing 2 is a core course in the English Intensive Program.  This course provides opportunities 
for students to strengthen their academic reading and writing skills through intellectual inquiry and research. Additionally, through 
classroom and outside-class activities, students will further develop their skills in reading, listening, critical thinking and oral 
presentation. Active participation in classroom activities and extensive writing in and outside class will be required. 
 
By the end of this course, students will understand the parts of an essay and research paper including methods of support, process writing 
and the difference between a persuasive and expository essay or research paper.  Students will be able to constructively conduct and 
learn from peer review, be able to carry out effective research, and apply critical thinking skills toward careful evaluation of sources. 
They will understand what constitutes plagiarism and how to avoid it by quoting or paraphrasing. Students will be able to use APA-style 
format to properly organize and present their research. 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Explanation of the Syllabus Common Writing Mistakes 
【前・後】Reading & writing assignment 

【授】Movie Review / Write Your Own Movie Review / Avoiding Plagiarism / Lecture 
【前・後】Quiz 2 

第２回 第１０回 
【授】College Life Paragraph Writing /  Writing a Paragraph Brainstorming / Type the Writing 
Piece According to the Format 
【前・後】Reading & writing assignment 

【授】Movie Review / Correct Mistakes and Do Draft 2 / Write Your Own Movie Review/ Peer 
Editing 
【前・後】Reading & writing assignment 

第３回 第１１回 
【授】College Life Expanding Ideas into an Essay / Parts of a Compostion: Introduction, 
Body and Conclusion / Lecture Brainstorming / Write and Type Draft 1 
【前・後】Reading & writing assignment 

【授】Movie Review Presentation  / Peer Evaluation   / Give Comments on the presentations 
【前・後】Prep for your presentation 

第４回 第１２回 
【授】Peer Editing: Draft 1 Find the Mistakes: Fragments / Lecture Pair work  
   Do Draft 2 
【前・後】Quiz 1 

【授】Difference Between Fact and Opinion  /Supporting an Opinion with Facts / Pair work 
/ Do the Exercises on the Handout 
【前・後】Reading & writing assignment 

第５回 第１３回 
【授】A Famous Person Direct and Indirect Quotations / Avoiding Plagiarism / Lecture Reading 
/ Write Draft 1 
【前・後】Reading & writing assignment 

【授】Write a Speech Template 
【前・後】Qize 3 

第６回 第１４回 
【授】A Famous Person Detailed Information / Peer Editing Pair work / Correct the Mistakes 
and Type Draft 2 
【前・後】Reading & writing assignment 

【授】Write a Persuasive Speech / Choose your own topic / Lecture Group work / Write Draft 
1 
【前・後】Reading & writing assignment 

第７回 第１５回 
【授】Movie Review / Movie Review Ideas and Opinions / Review Compound Sentences / Lecture 
Reading / Do Exercises & Write Draft 1 
【前・後】Reading & writing assignment 

【授】Write a Persuasive Speech / Choose Your Own Topic / Peer Editing / Correct Mistakes 
and Do Draft 2 
【前・後】Reading & writing assignment 

第８回 第１６回 
【授】Movie Review Summary and Comments / Reading Group work 
【前・後】Reading & writing assignment 

【授】Exchange Persuasive Speech  /Peer Evaluation /  Give Comments on the Speeches 
【前・後】Prep for your speech 

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 ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ 20 

宿題・授業外レポート ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ 25 
授業態度・授業への参加 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 30 

成果発表（口頭・実技） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 25 
演習        

その他 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

※The additional criteria as a “Learning Portfolio” will be introduced in the first class. 
教科書参考書 

●Yada, H. & Sato, Y., (Eds.) (2012). Introduction to Essay Writing ( 9th ed.). Tokyo: Shohakusha. 
●In addition to handouts provided by the instructor, students will also be given assignments requiring them to read news stories in 
English newspapers or online and/or watch news videos online. 

受講に当たっての留意事項 
●Attendance is very important.  Students must attend 90% of all classes.  Only personal or family emergencies and medical care are 
recognized as legitimate absences; otherwise, students are expected to attend classes.  This class and other American Eng. courses require 
students’ participation in every class.  Therefore, late arrivals are not tolerated.  “2” late arrivals are equal to “1” absence. 
●There will be regular quizzes to ensure that they have learnt the previous lesson. 
●weekly essay (summary & opinion about current news) will be given to help improve English writing skills and self-confidence. 
●Office hours will be announced in the first class. 

学習到達目標 
Goals: The ultimate goal of this course is to enable students to become autonomous learners, able to research, write, and present their 
next academic research paper independently. 

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 

320271 XZY2320271 

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 × × × 

リーディング・ライティング
２B 

本間 伸輔 

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 
この科目は，日本や世界の様々な話題についての英文エッセイを読み，一般学術目的の英語の読解力，および自分の考えを表現するために必要な
表現方法を身につけることを目標とする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】オリエンテーション，テキストについての説明，内容解説，授業方法の説明 Chapter 1 パ
ッセージ読解演習 

【授】Chapter 5 練習問題  Chapter 6 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

第２回 第１０回 
【授】Chapter 1 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

【授】Chapter 6 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認，練習問題 
【前・後】パッセージの予習，練習問題の解答，音読 

第３回 第１１回 
【授】Chapter 1 練習問題  Chapter 2 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

【授】Chapter 7 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

第４回 第１２回 
【授】Chapter 2 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認，練習問題 
【前・後】パッセージの予習，練習問題の解答，音読 

【授】Chapter 7 練習問題  Chapter 8 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

第５回 第１３回 
【授】Chapter 3 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

【授】Chapter 8 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認，練習問題 
【前・後】パッセージの予習，練習問題の解答，音読 

第６回 第１４回 
【授】Chapter 3 練習問題  Chapter 4 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

【授】Chapter 9 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

第７回 第１５回 
【授】Chapter 4 パッセージの読解演習，練習問題 
【前・後】パッセージの予習，練習問題の解答，音読 

【授】Chapter 9 練習問題  Chapter 10 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

第８回 第１６回 
【授】Chapter 5 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

【授】学期末試験 
【前・後】学期末試験の準備 

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        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        

学期末試験 70%，小テスト 30%の割合で評価する。100点満点の数字から，無断欠席 1回に付き，3点を減点する。（ただし，無断欠席 5回で，学期
末試験の受験資格を失う。） 

教科書参考書 
Delightful Topics for Reading & Writing（R&W中心型総合英語） R. Carpenter他著，松柏社 

受講に当たっての留意事項 
・毎回予習をして授業に臨むこと。 
・無断欠席５回で学期末試験の受験資格を失う。 

学習到達目標 
・一般学術目的の平明な英語を読み理解できること。 
・一般学術目的の平明な英語で表現するために必要な語彙・表現を身に付けること。 
・一般学術目的の平明な英語の読解に必要な重要な文法事項を正確に理解できること。 

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 

320271 XZY2320271 

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 × × × 

リーディング・ライティング
２C 

本間 伸輔 

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 
この科目は，日本や世界の様々な話題についての英文エッセイを読み，一般学術目的の英語の読解力，および自分の考えを表現するために必要な
表現方法を身につけることを目標とする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】オリエンテーション，テキストについての説明，内容解説，授業方法の説明 Chapter 1 パ
ッセージ読解演習 

【授】Chapter 5 練習問題  Chapter 6 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

第２回 第１０回 
【授】Chapter 1 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

【授】Chapter 6 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認，練習問題 
【前・後】パッセージの予習，練習問題の解答，音読 

第３回 第１１回 
【授】Chapter 1 練習問題  Chapter 2 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

【授】Chapter 7 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

第４回 第１２回 
【授】Chapter 2 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認，練習問題 
【前・後】パッセージの予習，練習問題の解答，音読 

【授】Chapter 7 練習問題  Chapter 8 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

第５回 第１３回 
【授】Chapter 3 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

【授】Chapter 8 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認，練習問題 
【前・後】パッセージの予習，練習問題の解答，音読 

第６回 第１４回 
【授】Chapter 3 練習問題  Chapter 4 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

【授】Chapter 9 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

第７回 第１５回 
【授】Chapter 4 パッセージの読解演習，練習問題 
【前・後】パッセージの予習，練習問題の解答，音読 

【授】Chapter 9 練習問題  Chapter 10 パッセージの読解演習，内容解説、重要表現の確認 
【前・後】練習問題の解答，パッセージの予習，音読 

第８回 第１６回 
【授】Chapter 5 パッセージの読解演習、内容解説、重要表現の確認、練習問題 
【前・後】パッセージの予習、テキストの意味の再確認、音読 

【授】学期末試験 
【前・後】学期末試験の準備 

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        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        

学期末試験 70%，小テスト 30%の割合で評価する。100点満点の数字から，無断欠席 1回に付き，3点を減点する。（ただし，無断欠席 5回で，学期
末試験の受験資格を失う。） 

教科書参考書 
Delightful Topics for Reading & Writing（R&W中心型総合英語） R. Carpenter他著，松柏社 

受講に当たっての留意事項 
・毎回予習をして授業に臨むこと。 
・無断欠席５回で学期末試験の受験資格を失う。 

学習到達目標 
・一般学術目的の平明な英語を読み理解できること。 
・一般学術目的の平明な英語で表現するために必要な語彙・表現を身に付けること。 
・一般学術目的の平明な英語の読解に必要な重要な文法事項を正確に理解できること。 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 


