
 

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 

32028 X-21-B-1-320281 

1 前期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 専門 選択必修 １年 

【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 1aA 内田 朗子 

【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 × × × 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 × × × 
【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 × × × 

【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 × × × 

授業目的 
多様なトピックについて理解する際に必要となる英語力の基礎段階となる、英検準二級レベルの英語運用能力を習得すること。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction 
    
    
    
    
    
    
    
   頻出英単語 Unit 1 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

【授】頻出英単語 Quiz 8, Unit 9 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 長文（内容） その１、面接 その１ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

第２回 第１０回 
【授】頻出英単語 Quiz 1, Unit 2 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 語句 その１、英作文 その１ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

【授】頻出英単語 Quiz 9, Unit 10 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 長文（内容） その２、面接 その２ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

第３回 第１１回 
【授】頻出英単語 Quiz 2, Unit 3 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 語句 その２、英作文 その２ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

【授】頻出英単語 Quiz 10, Unit 11 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 リスニング その１、面接 その３ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

第４回 第１２回 
【授】頻出英単語 Quiz 3, Unit 4 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 会話 その１、英作文 その３ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

【授】頻出英単語 Quiz 11, Unit 12 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 リスニング その２、面接 その４ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

第５回 第１３回 
【授】頻出英単語 Quiz 4, Unit 5 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 会話 その２、英作文 その４ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

【授】頻出英単語 Quiz 12, Unit 13 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 リスニング その３、面接 その５ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

第６回 第１４回 
【授】頻出英単語 Quiz 5, Unit 6 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 長文（語句） その１、英作文 その５ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

【授】頻出英単語 Quiz 13, Unit 14 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 模擬試験 その１ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

第７回 第１５回 
【授】頻出英単語 Quiz 6, Unit 7 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 長文（語句） その 2、英作文 その６ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

【授】頻出英単語 Quiz 14, Unit 15 
    
    
    
    
    
    
    
   英検準二級 模擬試験 その２ 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

第８回 第１６回 
【授】Midterm Exam 
    
    
    
    
    
    
    
   頻出英単語 Quiz 7, Unit 8 
【前・後】1.5 hrs per week for preparation/review 

【授】Final Exam 



 

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 
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       10 

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

＊Quizは授業内に採点・解説を行う。 
＊ポータルサイトや掲示にて模範解答等を公表する。 

教科書参考書 
『TOEIC® L&R Test スコア 400-500/英検準 2級レベル 頻出英単語 300精選』西谷 恒志、Barbara Yamashita 著/株式会社音羽書房 鶴見書店 

受講に当たっての留意事項 
 

学習到達目標 
英検準二級合格レベルの英語運用能力を身につけること。 

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 配当学年 

32028 X-21-B-1-320281 

1 前期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 専門 選択必修 １年 

【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 1aB 山内 ダーリーン 

【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 × × × 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 × × × 
【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 × × × 

【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 × × × 

授業目的 
This course is will introduce tactics and skills useful for success in English Proficiency tests such  as,TOEIC and Eiken. Working in 
pairs, groups as well as individually students will  actively engage with important international issues using English as the medium 
of communication honing their listening,and reading skills in English while at the same time improving their critical thinking skills. 
Students will  be encouraged to  express their thoughts and opinions in English on a variety of issues. 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. 
高度な語学運用能力の基礎を築きます 

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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

【授】Unit  7 Vocabulary tactics part 1 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 1 Reading Tactics part 1 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

【授】Unit 8 Vocabulary tactics part 2 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 2 Reading Tactics  part 2 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

【授】Unit 9 Vocabulary tactics part 3 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 3 Reading Tactics part 3 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

【授】Unit 10 Test taking tactics part 1 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 4 Listening  tactics part 1 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

【授】Unit 11 Test taking tactics part 2 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 5 Listening  tactics part 2 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

【授】Unit 12 Test taking tactics part 3 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 6 Listening  tactics part 3 
【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

【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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

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(必要時間：２時間）。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(必要時間：２時間）。 

【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/ weekly quizzes 50%                                                            Midterm 
Examination/Final Examination 50% 
  口実試験の成果や問題点を説明します 

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 
Additionally the instructor will distribute other materials as necessary. 

受講に当たっての留意事項 
Working in pairs, groups as well as individually students will  actively engage with important international issues using English as 
the medium of communication honing their listening,and reading skills in English while at the same time improving their critical thinking 
skills. Students will  be encouraged to  express their thoughts and opinions in English on a variety of issues.The students who attend 
and participate in this class will be very successful. As there will be weekly quizzes students are expected to study for at least 90 
minutes each week. 

学習到達目標 
This course is will introduce tactics and skills useful for success in English Proficiency tests such  as,TOEIC and Eiken.  The main 
objectives of this course are to improve students' listening, and reading skills through the exposure to authentic content. While gaining 
skills necessary test taking skill, students will be given the opportunity to learn through English about various international issues 
allowing them to understand and appreciate the importance of the role English holds in Global Communication.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 配当学年 

32028 X-21-B-1-320281 

1 前期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 専門 選択必修 １年 

【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 1aC 佐藤 泰子 

【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 × × × 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 × × × 
【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 × × × 

【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 × × × 

授業目的 
OVERVIEW & OBJECTIVES 
Along with Reading 1 and Media English 1, Int’l Business Eng.1 is a core course in the Intensive English Program. This course is for 
those students looking for useful techniques for Tourism English Proficiency Test and other English language tests. Needless to say, 
students have to become able to study individually, not just in the classroom, in order to prepare for Tourism English Proficiency 
Test/TOEIC/STEP (EIKEN). To that end, students are expected to develop reading, listening, and speaking skills, as well as learn how 
to do so out of class. 
This course also includes “Self-directed Learning” as a supplement to classroom learning.  Through the course carried out as part of 
this class, students also acquire the ability to take responsibility for their own studies.  This experience in the course helps them 
become proactive and autonomous language learners who are capable of effectively learning the foreign languages they choose as part of 
basic education. 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】 Introduction to course, text, and classroom management; self-introductions, 
conversations 
【前・後】Purchase the textbook / Start self-directed leaning / Read textbook lesson and 
do the exercises 

【授】Assessment & Feedback given formatively on the midterm test 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises /Voab. Quiz 

第２回 第１０回 
【授】Unit 1 Transportation 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 1/Voab. Quiz 

【授】Unit 7 Dining in Japan ② 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 7/Voab. Quiz 

第３回 第１１回 
【授】Unit 2 At a Check-in Counter (hotel) 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 2/Voab. Quiz 

【授】Unit 8 Arranging a Tour 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 8/Voab. Quiz 

第４回 第１２回 
【授】Unit 3 Facilities and Services (hotel) 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 3/Voab. Quiz 

【授】Unit 9 Staying at a Ryokan 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 9/Voab. Quiz 

第５回 第１３回 
【授】Unit 4 Giving Directions 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 4/Voab. Quiz 

【授】Unit 10 Culture Experience in Japan ① 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 10/Voab. Quiz 

第６回 第１４回 
【授】Unit 5 Recommending a Trip 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 5 Voab. Quiz 

【授】Unit 11 Culture Experience in Japan ② 
【前・後】Prepare for presentation / Prepare for the final test 

第７回 第１５回 
【授】Unit 6 Dining in Japan ① 
【前・後】Read textbook lesson and do the exercises / Review for Unit 6 /Voab. Quiz 

【授】Presentation 
【前・後】Prepare for presentation / Prepare for the final test 

第８回 第１６回 
【授】Mi-term test 
【前・後】Get ready for the mid-term test 

【授】Final test 
【前・後】Get ready for the final test/Assessment & Feedback given formatively on the final 
test 

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 ◎ ◎ ◎  ◎  30 
小テスト・授業内レポート ◎ ◎ ◎  ◎  15 

宿題・授業外レポート ◎ ◎ ◎  ◎  15 
授業態度・授業への参加 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  20 

成果発表（口頭・実技） ◎ ◎ ◎  ◎  10 
演習        

その他 ◎ ◎ ◎  ◎  10 

Notes: 
1) Please keep in mind that this is a 1-credit class that meets once a week. Accordingly, you will be expected to spend about 1.5-2 hours 
a week outside of class to prepare assignments and reviews. 
2) The syllabus and course calendar are subject to change. 
3) The detailed information about a “Learning Portfolio” will be introduced in the first class 
4) Interactive written comments between a student and a lecturer are listed on a FEEDBACK SHEET as part of the portfolio. 
※As the additional criterion (10%),  students who passed/ got the following certificates: 2nd grade of EIKEN, or higher/600 points TOEIC, 
or higher/2nd or 3rd grade of TOURISM ENGLISH PROFICIENCY TEST are added to the comprehensive evaluation. 

教科書参考書 
Required:  
1. Uesugi, M., et al. (2018). Hospitality on the Scene. Tokyo: Kinseido. 
※Students are provided with photocopiable materials for vocabulary & grammar quizzes.   
※They must bring to class a textbook, Evergreen that they used in BE. 

受講に当たっての留意事項 
EXPECTATIONS: 
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.  All the language courses at NUIS require students’ 
participation in every class.  Therefore, late arrivals are not tolerated.  “2” late arrivals are equal to “1” absence. 
※Office hours will be announced in the first class. 
Prep courses for all of the tests including EIKEN (STEP), TOEIC; Tourism English Proficiency English will be given to all students in 
this course.  All of the students who have not taken/passed 2nd grade of EIKEN before should be required to pass it, and those who have 
passed it before should be required to pass pre1st-grade or higher by the end of 2nd the semester. 
EXPECTED WORK OUTSIDE OF CLASS: 
1. To prepare for the listening comprehension and dictation tests on weekly basis 
2. To complete weekly assignments 
3. To review the lesson 

学習到達目標 
On completion of this course, students should be able to: 
1. become familiar with the format of the Tourism English Proficiency Test (TEPT), TOEIC; STEP 
2. increase their overall scores of each test 
3. develop confidence and appropriate strategies for test taking 



 

4. develop language skills covered in each section of the tests  
5. be able to approach each section of the tests with appropriate test taking strategies  
6. use appropriate strategies to expand their vocabulary for the tests 
7. submit a portfolio to the lecturer for assessment 
8. pass / get the following certificates: 2nd grade of EIKEN, or higher/600 points TOEIC, or higher/2nd or 3rd grade of TOURISM ENGLISH 
PROFICIENCY TEST. 

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 配当学年 

32028 X-21-B-1-320281 

1 前期 

【１年次生】国際学部国際文化学科 専門 選択必修 １年 

【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 1aD 山崎 祥子 

【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 × × × 

【１年次生】経営情報学部情報システム学科 × × × 
【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 × × × 

【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 × × × 

授業目的 
実用英語技能検定試験（英検）対策の演習問題を行いながら、身の回りの日常会話から教養を深める社会的な題材まで、実際に英語を使用する場面
に即した必要な語彙・語法・文法の定着を図り、実践的な英語能力の習得を目指す。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Introduction 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業内容と予定をつかみ、授業準備をする。 

【授】Lesson 7 Reading / Listening 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業で
取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第２回 第１０回 
【授】ミニテスト 
【前・後】予習復習に 1 時間。 

【授】Lesson 8 Reading / Writing / Listening 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業で
取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第３回 第１１回 
【授】Lesson 1 Reading / Listening 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業
で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】二次面接練習 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業で
取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第４回 第１２回 
【授】Lesson 2 Reading / Writing / Listening 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業
で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】二次面接練習 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業で
取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第５回 第１３回 
【授】Lesson 3 Reading / Listening 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業
で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】二次面接練習 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業で
取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

第６回 第１４回 
【授】Lesson 4 Reading / Writing / Listening 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業
で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】模擬テスト 
【前・後】復習に 1 時間。これまで習った攻略法や文法・語法・語彙を復習してテストにのぞむ。
終了後は弱点を補強する。 

第７回 第１５回 
【授】Lesson 5 Reading / Listening 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業
で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】模擬テスト 
【前・後】復習に 1 時間。これまで習った攻略法や文法・語法・語彙を復習してテストにのぞむ。
終了後は弱点を補強する。 

第８回 第１６回 
【授】Lesson 6 Reading / Writing / Listening 
【前・後】予習復習に 1 時間。授業中に学習したテキストの該当箇所を復習。 また次回の授業
で取り上げる箇所の問題をあらかじめ解答しておくこと。 

【授】期末試験 
【前・後】試験勉強。テキストの問題を解くなどして攻略法や文法・語法・語彙を復習し、苦手
なところを補強してのぞむ。 

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       0 
宿題・授業外レポート       25 

授業態度・授業への参加       10 
成果発表（口頭・実技）       15 

演習        
その他        

ライティング課題とスピーキングテストを採点・返却・講評する。 
教科書参考書 

今村洋美 他 著 リニューアル問題対応 英検 2級 マスターコース (金星堂) 
受講に当たっての留意事項 

遅刻２回で欠席１回とする。欠席５回で定期試験の受験資格喪失。 
英語辞書を持参すること。 

学習到達目標 
集中して問題に取り組むことができる。英検対策を通して日常的な場面だけでなく社会的な題材に関する英語の理解力、表現力を高めることができ
る。 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 


