
 

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 

13013 X-11/31-A-2-130132 

1 前期 

【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 3B （Speaking3）X ジョセフ フィコー 

【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 
【３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 

【３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 
To help students improve their English conversational skills to use in their daily and academic lives. 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Course and Textbook Introduction; Unit 1 
【前・後】Review Unit 1 for one hour. 

【授】Midterm examination. 
【前・後】Preview Unit 8 for one hour. 

第２回 第１０回 
【授】Unit 1 continued. 
【前・後】Review Unit 1 for quiz (one hour). Preview Unit 2 for one hour. 

【授】Unit 8 
【前・後】Review Unit 8 for quiz (one hour). Preview Unit 9 for one hour. 

第３回 第１１回 
【授】Unit 1 quiz; Unit 2 
【前・後】Review Unit 2 for quiz (one hour). Preview Unit 3 for one hour. 

【授】Unit 8 quiz; Unit 9. 
【前・後】Review Unit 9 for quiz (one hour). Preview Unit 10 for one hour. 

第４回 第１２回 
【授】Unit 2 Quiz; Unit 3 
【前・後】Review Unit 3 for quiz (one hour). Preview Unit 4 for one hour. 

【授】Unit 9 quiz; Unit 10. 
【前・後】Review Unit 10 for quiz (one hour). Preview Unit 11 for one hour. 

第５回 第１３回 
【授】Unit 3 quiz; Unit 4. 
【前・後】Review Unit 4 for quiz (one hour). Preview Unit 5 for one hour. 

【授】Unit 10 quiz; Unit 11. 
【前・後】Review Unit 11 for quiz (one hour). Preview Unit 12 for one hour. 

第６回 第１４回 
【授】Unit 4 quiz; Unit 5 
【前・後】Review Unit 5 for quiz (one hour). Preview Unit 6 for one hour. 

【授】Unit 11 quiz; Unit 12. 
【前・後】Review Unit 12 for quiz (one hour). Preview Unit 13 for one hour. 

第７回 第１５回 
【授】Unit 5 quiz; Unit 6. 
【前・後】Review Unit 6 for quiz (one hour). Preview Unit 7 for one hour. 

【授】Unit 12 quiz; Unit 13; Review Units 1-13 for final examination. 
【前・後】Review Units 1-13 for final examination (two hours). 

第８回 第１６回 
【授】Unit 6 quiz; Unit 7 (Review of Units 1-6 for midterm examination.) 
【前・後】Review Units 1-6 for midterm examination (two hours). 

【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       50 
小テスト・授業内レポート       20 

宿題・授業外レポート       15 
授業態度・授業への参加       10 

成果発表（口頭・実技）        
演習       5 

その他        

Review the final test and quizzes. 
Explain results of an oral examination and problems. 
Score quizzes, return and explain. 

教科書参考書 
World Wide English on DVD Volume 1 -Revised Edition- (ISBN: 9784791947911) 

受講に当たっての留意事項 
None. 

学習到達目標 
To improve students' spoken English abilities. 

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
 


