
 

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 配当学年 

130141 X-11/31-A-2-130141 

1 後期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 × × × 

【１年次生】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 【２年次生以上】国際学部国際文化学科 × × × 

英語 4A （Reading4）X 高橋 康浩 

【２年次生以上】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 
【１年次生】経営情報学部経営学科 基礎 必修 ２年 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 基礎 必修 ２年 
【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科経営コース 基礎 必修 ２年 

【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科情報コース 基礎 必修 ２年 

授業目的 
さまざまなトピックの英文を精読することによって英語の読解力を身につけることを授業目的とする。主に環境問題やビジネス・経済の話題を取り
上げる。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Unit 11 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

【授】Unit 16 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 11  
   Unit 12 A 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

【授】Unit 16  
   Unit 17 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 12 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

【授】Unit 17 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 13 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

【授】VELC テスト 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 13  
   Unit 14 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める予
習復習に４時間をかける。。 

【授】Unit 18 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 14 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

【授】Unit 19 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 15 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

【授】Unit 20 
【前・後】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 
   Unit 15 
【前・後】事前に試験箇所を熟読し、理解不明箇所を確認する。試験後その箇所の理解に努める。
予習復習に４時間をかける。 

【授】定期試験 
【前・後】事前に試験箇所を読み、理解不明箇所を確認する。試験後その箇所の理解に努める。 

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       85 

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       5 
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他       10 

間違えやすい問題・課題は解説を加えて、効果的に復習しやすいようにする。その他は VELCテストの結果を成績の 10％として反映させたもの。 
教科書参考書 

Science Finder. J. Lynch and K. Shitori. 成美堂 
受講に当たっての留意事項 

授業は演習形式で行うので十分な予習が必要です。欠席５回以上で試験資格を失うので欠席には十分注意して下さい。 
学習到達目標 

英語の読解力向上を目指す授業なので出来るだけ多くの英語を読んでいきます。英文法の知識を活用し辞書の助けを借りながら英語を読める基礎力
の修養を本授業の学習到達目標とします。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：Ｂ 

【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 配当学年 

130141 X-11/31-A-2-130141 

1 後期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 × × × 

【１年次生】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 【２年次生以上】国際学部国際文化学科 × × × 

英語 4A （Reading4）Y 阿部 聡 

【２年次生以上】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 
【１年次生】経営情報学部経営学科 基礎 必修 ２年 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 基礎 必修 ２年 
【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科経営コース 基礎 必修 ２年 

【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科情報コース 基礎 必修 ２年 

授業目的 
英語 3A に引き続き、さまざまなトピックの、英文ニュースに基づく文章を精読することによって英語の読解力、語彙力を身につけることを授業目
的とする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Unit 13 2017: a year for sumo nostalgia 
   Media, stop normalizing sumo as an ethno-sport 
   Yokozuna Kisenosato rallies to capture titile 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後
その箇所の理解に努める。 

【授】Unit 20 The radical right's united front 
   Populist Politician Falls Short As Wary Dutch Scatter Votes 
   Victory bolsters France's role 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後そ
の箇所の理解に努める。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 13 Yokozuna Kisenosato rallies to capture titile 
   Unit 14 How to listen to Trump every day 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後
その箇所の理解に努める。 

【授】Unit 21 WhatsApp becomes migrants' lingua franca 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後そ
の箇所の理解に努める。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 15 Past is bittersweet in Cuban town 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後
その箇所の理解に努める。 

【授】Unit 22 Kosher, vegan or gluten-free? Not a problem 
   小テスト 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後そ
の箇所の理解に努める。 

第４回 第１２回 
【授】小テスト 
   Unit 16 Tokyo cell scientists gets Nobel Prize 
   Polite? It Ain't him, Babe 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後
その箇所の理解に努める。 

【授】VELC テスト 
【前・後】【予習 60 分】これまでの授業を振り返り、リーディングストラテジーや文構造を素早
く把握する方法などの復習をする。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 16 Dylan accepts Nobel Prize in low-key Swedish event 
   Unit 17 Will London fall? 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後
その箇所の理解に努める。 

【授】Unit 23 Orbiting a near star, potential havens for alien life 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後そ
の箇所の理解に努める。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 17 Will London fall? 
   Unit 18 Money, Power and Family: Inside the Chaebol of South Korea 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後
その箇所の理解に努める。 

【授】Unit 24 'No regrets' as Mao bids farewell 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後そ
の箇所の理解に努める。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 18 Arrest of Samsung Heir Adds to Calls for Cleanup 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後
その箇所の理解に努める。 

【授】Unit 24 Angelic Mao's legacy will be part of skating forever 
   まとめ 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に学習箇所を読み、理解不明箇所を確認する。授業後そ
の箇所の理解に努める。 

第８回 第１６回 
【授】中間試験 
   Unit 19 Why 'sorry' is so hard to say 
【前・後】【予習 40 分・復習 20 分】事前に試験箇所を熟読し、理解不明箇所を確認する。試験
後その箇所の理解に努める。 

【授】定期試験 
【前・後】【予習 40 分・復習 20 分】事前に試験箇所を読み、理解不明箇所を確認する。試験後そ
の箇所の理解に努める。 

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       25 
小テスト・授業内レポート       40 

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       35 

その他の内訳：中間試験 25％+VELCテストの結果 10% 
点数分布や平均点などをポータルにて公表し、講評を加える。 
小テスト、ワークシートは採点し講評を加えて返却する。 

教科書参考書 
高橋優身、伊藤典子、Richard Powell (2018) English through the News Media, 朝日出版社. 
 
参考書として辞書（紙、電子辞書、電子辞書のコンテンツに相当する（品質が高く使いやすい）スマートフォン辞書アプリ；ただし、試験の際に辞
書持ち込み可とする場合には不正防止のため紙の辞書に限って持ち込み可とする可能性あり） 

受講に当たっての留意事項 
言うまでもなく授業中の私語は厳禁です。授業は演習形式で行うので十分な予習が必要です。欠席５回以上で試験資格を失うので欠席には十分注意
して下さい。受講生の学習状況や関心に応じて多少シラバスとは異なる進度とする場合があります。 

学習到達目標 
英語の読解力向上を目指す授業なので出来るだけ多くの英語を読んでいきます。英文法の知識を活用し辞書の助けを借りながら英語を読める基礎力
の修養とさらなる語彙力の増強を本授業の学習到達目標とします。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：Ｂ 

【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 配当学年 

130141 X-11/31-A-2-130141 

1 後期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 × × × 

【１年次生】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 【２年次生以上】国際学部国際文化学科 × × × 

英語 4A （Reading4）Z1 市橋 孝道 

【２年次生以上】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 
【１年次生】経営情報学部経営学科 基礎 必修 ２年 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 基礎 必修 ２年 
【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科経営コース 基礎 必修 ２年 

【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科情報コース 基礎 必修 ２年 

授業目的 
これまでに培った英語読解力のさらなる向上を目指し、単語力の強化と英文を正確に読んで理解する能力を養成します。理解度確認の練習問題のみ
ならず、内容に関連したリスニング問題や文法問題も扱い、TOEIC 形式の問題にも慣れる。これにより、グローバルなネットワーク社会で活躍する
ための国際理解とコミュニケーションに必要な英語力の基礎を身につけると同時に、グローバルな課題に批判的な問題意識と建設的な眼差しをもっ
て向き合う実践的な態度を獲得し、国境を越えた個別具体の問題への認識を深める国際教養および研究手法を体得する準備をしたいと思います。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction / Unit 7 Art 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

【授】中間試験の解説 / Unit 10 Human Rights 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 7 Art (続き) 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

【授】Unit 10 Human Rights (続き) 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 8 Global Issues 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

【授】Unit 11 Health & Medical Issues 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 8 Global Issues (続き) 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

【授】Unit 11 Health & Medical Issues (続き) 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 9 Japanese Culture 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

【授】Unit 12 Environmental Issues 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 9 Japanese Culture (続き) 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

【授】Unit 12 Environmental Issues (続き) 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 7-9 の整理と発展 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

【授】Unit 10-12 の整理と発展 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認（１時間）。授業後その箇所の理解
に努める（１時間）。 

第８回 第１６回 
【授】Mid-examination 
【前・後】【前】事前に試験範囲の熟読（３時間）。 

【授】Final Examination 
【前・後】【前】事前に試験範囲の熟読（３時間）。 

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      50 
小テスト・授業内レポート 20      20 

宿題・授業外レポート 20      10 
授業態度・授業への参加   10    10 

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他       10 

小テスト：受講者同士で採点しあい、間違いの多い箇所などを確認した後、解説を行う。 
VELCテスト：VELCテストの結果を 10％成績に反映させる。 
中間試験：答案用紙を返却し、正解を周知するとともに、採点基準や解答のポイントについて解説をする。期末試験：ポータルサイトを通じて、試
験後に正答を発表し、最終成績にて確認できるようにする。 

教科書参考書 
AMBITIONS (Elementary) / Takaaki Kumazawa, Tetsuhito Shizuka. Masamichi Mochizuki 
(金星堂出版, 1,900円) ISBN: 978-4-7647-4054-9 

受講に当たっての留意事項 
・英和辞典を必ず持参すること。（持参しない場合は、授業に参加する意欲が無いものとして扱われます。） 
・出欠については厳格に扱います。教員による出欠確認後の入室は出席とはみなしません。（特別な事情による遅刻についてはこの限りではありま
せん。申し出てください。） 

学習到達目標 
現代社会に関する比較的平易な文章を、正確に読み取ることができる。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：Ｂ 

【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 配当学年 

130141 X-11/31-A-2-130141 

1 後期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 × × × 

【１年次生】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 【２年次生以上】国際学部国際文化学科 × × × 

英語 4A （Reading4）Z2 茅野 潤一郎 

【２年次生以上】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 
【１年次生】経営情報学部経営学科 基礎 必修 ２年 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 基礎 必修 ２年 
【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科経営コース 基礎 必修 ２年 

【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科情報コース 基礎 必修 ２年 

授業目的 
現代社会の様々な話題を英語で読み、英語読解力のさらなる向上を目指し、単語力の強化と英文を正確に読んで理解する能力を養成します。 ディ
プロマポリシーの「他者と協力して問題解決にあたる」能力、および、「国際理解とコミュニケーションに必要な英語力」の育成を目指します。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction / Unit 8 Employment 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間。 

【授】Unit 11 (続き） 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間 

第２回 第１０回 
【授】Unit 8（続き） 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間。 

【授】Unit 12 Psychology 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間 

第３回 第１１回 
【授】Unit 9 Crime 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間。 

【授】Unit 12 (続き） 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間 

第４回 第１２回 
【授】Unit 9 (続き） 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間。 

【授】Unit 13 Nature 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間 

第５回 第１３回 
【授】Unit 10 Education 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間。 

【授】Unit 13 (続き） 
【前・後】【後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。１時
間 

第６回 第１４回 
【授】Unit 10 (続き） 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間。 

【授】Unit 14 Communications 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間 

第７回 第１５回 
【授】Mid-examination 
【前・後】【前】 試験準備 １時間 【後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。 １時
間 

【授】Unit 14 (続き） 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間 

第８回 第１６回 
【授】中間試験の解説 / Unit 11 Marine Biology 
【前・後】【前・後】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の理解に努める。
１時間 

【授】Final Examination 
【前・後】【前】 試験準備 １時間 

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      60 

小テスト・授業内レポート 20      20 
宿題・授業外レポート        

授業態度・授業への参加   10    10 
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他       10 

小テストについては授業中に解説をします。 
中間試験については翌週の授業にて解説をします。 
期末試験についてはポータル等で講評します。 
その他：VELCテストの結果を成績の１０％として反映させます。 

教科書参考書 
Knudsen, Jim. (2017). Readers' Forum: Preface ―Simply English. Nan'un-do. 

受講に当たっての留意事項 
・英和辞典を必ず持参すること。（持参しない場合は、授業に参加する意欲が無いものとして扱われます。） 
・出欠については厳格に扱います。教員による出欠確認後の入室は出席とはみなしません。（特別な事情による遅刻についてはこの限りではありま
せん。申し出てください。） 

学習到達目標 
現代社会に関する比較的平易な文章を、正確に読み取ることができる。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：Ｂ 

【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 配当学年 

130141 X-11/31-A-2-130141 

1 後期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 × × × 

【１年次生】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 【２年次生以上】国際学部国際文化学科 × × × 

英語 4A （Reading4）Z3 阿部 聡 

【２年次生以上】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 
【１年次生】経営情報学部経営学科 基礎 必修 ２年 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 基礎 必修 ２年 
【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科経営コース 基礎 必修 ２年 

【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科情報コース 基礎 必修 ２年 

授業目的 
様々なトピックの英文を読みながら、段階的に大学生にふさわしい英語読解力を高めていくことを目的とします。 
可能な限り正確に読むことを心掛けつつも読解のスピードも上げていくようにトレーニングします。そのため、語彙力の強化、本文の要約のリスニ
ングなども行います。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Unit 11 Iceland: An Icy "Hot Spot" 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所
の理解に努める。 

【授】Unit 16 One Small Step 
   Unit 17 Spacesuits 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の
理解に努める。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 11 Iceland: An Icy "Hot Spot" 
   Unit 12 Socotra: A Land That Time Forgot 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所
の理解に努める。 

【授】Unit 17 Spacesuits 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の
理解に努める。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 12 Socotra: A Land That Time Forgot 
   Unit 13 Lake Baikal 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所
の理解に努める。 

【授】Unit 18 Space Junk 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の
理解に努める。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 13 Lake Baikal 
   小テスト 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所
の理解に努める。 

【授】Unit 18 Space Junk 
   小テスト 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の
理解に努める。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 14 Etosha National Park 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所
の理解に努める。 

【授】Unit 19 Venus 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の
理解に努める。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 15 Rapa Nui -Easter Island 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所
の理解に努める。 

【授】Unit 20 Up, Up and Away! 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所の
理解に努める。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 16 One Small Step 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】事前に本文を読み、理解不明箇所の確認。授業後その箇所
の理解に努める。 

【授】まとめ 
【前・後】【予習 30 分・復習 30 分】これまでの学習範囲での疑問点を洗い出した上で授業に臨み、
授業内で質問し、授業後にきちんと復習する。 

第８回 第１６回 
【授】中間テスト 
【前・後】【予習 40 分・復習 20 分】事前に試験範囲の熟読。試験後理解不明箇所を再学習し､理
解に努める。 

【授】定期試験 
【前・後】【予習 40 分・復習 20 分】事前に試験範囲の熟読。試験後理解不明箇所を再学習し､理
解に努める。 

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       25 
小テスト・授業内レポート       40 

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       35 

その他の内訳：中間試験 25％+VELCテスト 10% 
点数分布や平均点などをポータルにて公表し、講評を加える。VELCテストの結果は成績に 10%反映させ、また次年度のクラス分けの資料とします。 
小テスト、ワークシートは採点し講評を加えて返却する。 

教科書参考書 
Denise Kirby ほか (2018) Break Away 2 最新速読演習 －実践編－, 成美堂. 

受講に当たっての留意事項 
言うまでもなく授業中の私語は厳禁です。授業は演習形式で行うので十分な予習が必要です。欠席５回以上で定期試験受験資格を失うので十分注意
して下さい。辞書を毎回持ってくること。また、ロッカーなどにテキストや辞書を入れたままにすることのないように。事前学習で辞書を使うのは
当然のことかと思いますが、授業中に再度辞書を引いてもらう機会が頻繁にあります。なお、定期試験の際に辞書の持ち込みを許可する場合は紙の
辞書のみを認める可能性があります。 

学習到達目標 
英語の読解力向上を目指す授業なので出来るだけ多くの英語を読んでいきます。辞書の助けを借りながら英語を読める基礎力の修養を本授業の学習
到達目標とします。 

JABEE 
関連する学習・教育到達目標：Ｂ 

【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 配当学年 

130141 X-11/31-A-2-130141 

1 後期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 × × × 

【１年次生】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 

授業科目 担当教員 【２年次生以上】国際学部国際文化学科 × × × 

英語 4A （Reading4）Z4 辻 照彦 

【２年次生以上】国際学部国際文化学科英語集中コース × × × 
【１年次生】経営情報学部経営学科 基礎 必修 ２年 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 基礎 必修 ２年 
【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科経営コース 基礎 必修 ２年 

【２年次生以上】情報文化学部情報システム学科情報コース 基礎 必修 ２年 

授業目的 
大学入学までに身につけた英語の知識を整理・再構成し、大学生にふさわしい読解力を修得する。国際理解とコミュニケーションに必要な英語力の
基礎を身につける。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Lesson 7: The UK 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 10: Advertising 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 7: Dialog 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 10: Dialog 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 8: A Quiet Life 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 11: Business Trips 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 8: Dialog 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】VELC test 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 9: My Company 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 11: Dialog 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 9: Dialog 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 12: Get It Clieaned 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】7 課から 9 課までのまとめ 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】Lesson 12: Dialog 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】まとめと中間テスト 
【前・後】【予習・復習に 1 時間ずつ】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】学期末試験 

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       25 
宿題・授業外レポート        

授業態度・授業への参加       15 
成果発表（口頭・実技）        

演習        
その他       10 

テストやレポートを返却し講評を加える。その他＝VELCテストの結果 10％ 
教科書参考書 

English Indicator 1, by Terry O'Brien （南雲堂） 
受講に当たっての留意事項 

無断欠席・遅刻は絶対にしないこと。 
学習到達目標 

平明な英語で書かれた文書を正確に読むことができる。 
JABEE 

関連する学習・教育到達目標：Ｂ 
【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
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