
 

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 

32029 X-21-B-1-320294 

1 後期 

【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 2cA 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 

32029 X-21-B-1-320294 

1 後期 

【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 2cB 大竹 芳夫 

【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 
アメリカのメディア CNNのショートニュースを収録する英語教材を活用し、メディア英語の読解力、語彙力、表現力を高めるとともに、テキストの
音声 CDを活用してシャドーイングを実践しながらリスニング能力の向上も目指します。TOEICや TOEFLのスコア向上に役立つリスニングや文法のポ
イントなども学びます。また、日常生活を場面ごとに取り上げる DVD教材を活用し、英語音声の特徴に留意しながらスピーキング能力も高めます。
本学部のディプロマポリシーである「高度な語学運用力をもって異文化理解の精神を研ぎ澄ます」という卒業までに達成すべき学習基本目標を念頭
におきながら英語を学びます。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】オリエンテーション：教材の特徴・意義と使用方法，授業の進め方，評価方法などについ
て 
【前・後】【予習復習に 4 時間】授業中に学習した内容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 7: Guide to Modern Manners ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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: "Super-aged" Societies ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 8: Ancient Cave Art in Indonesia ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 2: Toward Living on the Moon ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 9: Heat Threat in the Middle East＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 3: Dangerous Proposal ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 10: Growing Impact of Plastic on Sea Birds ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 4: Automation Threatens Jobs ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 11: China's Life-shortening Air ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 5: Harvard Accused of Racial Bias ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 12: Prosthetic Limbs from 3-D Printers ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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】第 2 週から 6 週までのまとめ，効果的な英語学習について ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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 13: NZ Makes Cyberbullying Illegal  ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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】Unit 6: Thought-Controlled Artificial Arms ＋ DVD 教材に基づく学習 
【前・後】【予習復習に 4 時間】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】テストとその他 
【前・後】【予習復習に 4 時間】事前に試験範囲を熟読し、試験後は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 ○ ○     80 
小テスト・授業内レポート ○ ○   ○  20 

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        

定期試験 80%、適宜行われる小テストと発表内容 20%の割合で評価します。発表内容にはコメントによるフィードバックを与え、小テストは点数分
布を授業で公表し、全体の講評をすることで学習内容の理解を深めます。自発的発表報告は内容に応じて加点評価します。 

教科書参考書 
安浪誠祐, Richard S. Lavin著, CNN Short News, Vol. 1 .（ダウンロード用教材音声有り） 朝日出版社, 定価 1,200円＋税）ISBN: 978-4-255-15643-9 

受講に当たっての留意事項 
英和辞典や英英辞典（電子辞書も可）を授業時に持参すること。 
各回の準備学習の具体的内容については初回授業時に指示します。 

学習到達目標 
メディア英語教材を活用することで、英語の読解力、語彙力、聴解力、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
 



 

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 

32029 X-21-B-1-320294 

1 後期 

【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 2cC 高橋 綾子 

【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 
この講義ではテキスト Network Get Connectedを使用して、語彙、文法、会話、リスニング力を強化する。ビデオ教材を通して、様々なメディアの
英語に触れることができる。授業では、文法、読解、リスニング、作文の活動に取り組み、オンライン教材も活用する。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Course Orientation, Unit 9 How well do you eat? A-C 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 13 Let’s play! A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 13 B 
    
   Test Unit 12 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 9 How well do you eat? D-F 
    
   Vocabulary Test Unit 9 B 
    
   Unit 9 D Write about your life style 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 13 Let’s play! D-F 
    
   Translation: Tired of Soccer? Try Quidditch! 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 10 How’s work? A-D 
    
   Vocabulary Test  Unit 10 B 
    
   Test Unit 9 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 14 I have so much to do! A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 14 B 
    
   Test Unit 13 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 10 How’s work? E F 
    
   Translation: How to answer the four toughest interview questions. 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 14 I have so much to do! D-F 
    
   Write about time banking 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 11 Everything is breaking!  A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 11B 
    
   Test Unit 10 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 15 Listen up! A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 15 B 
    
   Test Unit 14 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 11 Everything is breaking!  D-F 
    
   Write about three or more items you have repaired or replaced. 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 16 What happened? A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 5 B 
    
   Test Unit 15 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 12 What’s this icon for? A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 12 B 
    
   Test Unit 11 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】期末試験 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第８回 第１６回 
【授】Unit 12 What’s this icon for? D-F 
    
   Translation: The Best in Social Networking 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】試験解説 

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       25 
授業態度・授業への参加        

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

Good participation is important.  Students must hand in essays and translations. Key words test and review test are also required every 
time. Evaluation items are as follows;  
  English words test and Unit test 20%, Essay & Translation 25%, Participation and worksheet 5%, Final examination 50% 
前回の小テストを採点して返却。解説を行う。 

教科書参考書 
Net Work: Get Connected 4B(Oxford University Press) 

受講に当たっての留意事項 
授業時に毎回行う小テストに準備してのぞむように。1 ユニットが終わると次の授業で Unit Test（Vocabulary & Grammar）を行うので、準備する
ように。作文などの課題は必ず提出する。オンライン課題にもしっかりと取り組むように。 

学習到達目標 
１．語彙、文法、読解をしっかりと習得したか。 
２．授業中の内容をしっかりと理解できたか。 
３．課題を期限内に行ったか。 
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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 

32029 X-21-B-1-320294 

1 後期 

【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 2cD 高橋 綾子 

【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 
この講義ではテキスト Network Get Connectedを使用して、語彙、文法、会話、リスニング力を強化する。ビデオ教材を通して、様々なメディアの
英語に触れることができる。授業では、文法、読解、リスニング、作文の活動に取り組み、オンライン教材も活用する。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】Course Orientation, Unit 9 How well do you eat? A-C 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 13 Let’s play! A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 13 B 
    
   Test Unit 12 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第２回 第１０回 
【授】Unit 9 How well do you eat? D-F 
    
   Vocabulary Test Unit 9 B 
    
   Unit 9 D Write about your life style 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 13 Let’s play! D-F 
    
   Translation: Tired of Soccer? Try Quidditch! 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第３回 第１１回 
【授】Unit 10 How’s work? A-D 
    
   Vocabulary Test  Unit 10 B 
    
   Test Unit 9 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 14 I have so much to do! A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 14 B 
    
   Test Unit 13 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第４回 第１２回 
【授】Unit 10 How’s work? E F 
    
   Translation: How to answer the four toughest interview questions. 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 14 I have so much to do! D-F 
    
   Write about time banking 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第５回 第１３回 
【授】Unit 11 Everything is breaking!  A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 11B 
    
   Test Unit 10 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 15 Listen up! A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 15 B 
    
   Test Unit 14 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第６回 第１４回 
【授】Unit 11 Everything is breaking!  D-F 
    
   Write about three or more items you have repaired or replaced. 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】Unit 16 What happened? A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 5 B 
    
   Test Unit 15 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第７回 第１５回 
【授】Unit 12 What’s this icon for? A-C 
    
   Vocabulary Test Unit 12 B 
    
   Test Unit 11 Vocabulary & Grammar 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】期末試験 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

第８回 第１６回 
【授】Unit 12 What’s this icon for? D-F 
    
   Translation: The Best in Social Networking 
【前・後】予習に 1 時間、テキストの該当箇所を学習すること。また復習に 1 時間、授業で取り
上げた箇所が定着するように学習すること。 

【授】試験解説 

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       25 
授業態度・授業への参加        

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

Good participation is important.  Students must hand in essays and translations. Key words test and review test are also required every 
time. Evaluation items are as follows;  
  English words test and Unit test 20%, Essay & Translation 25%, Participation and worksheet 5%, Final examination 50% 
前回の小テストを採点して返却。解説を行う。 

教科書参考書 
Net Work: Get Connected 4B(Oxford University Press) 

受講に当たっての留意事項 
授業時に毎回行う小テストに準備してのぞむように。1 ユニットが終わると次の授業で Unit Test（Vocabulary & Grammar）を行うので、準備する
ように。作文などの課題は必ず提出する。オンライン課題にもしっかりと取り組むように。 

学習到達目標 
１．語彙、文法、読解をしっかりと習得したか。 
２．授業中の内容をしっかりと理解できたか。 
３．課題を期限内に行ったか。 



 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
 


