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２０１９年度 授業シラバスの詳細内容

○基本情報 ○成績評価の指標 ○成績評価基準（合計100点）

科目名（英） 英語３ （English3 ） 到達目標の観点 到達目標
テスト

（期末試験・中
間確認等）

提出物
（レポート・作

品等）

無形成果
（発表・その

他）

Students will be expected to engage in class, actively
participate in all activities and have a positive attitude. 45点

単位数 2 配当学年 / 開講期 2 / 前期

ナンバリングコード A20307
大分類 / 難易度
科目分野

教養基礎科目 / 標準レベル
コミュニケーション科目

【関心・意欲・態度】

必修・選択区分 選択
【知識・理解】

English vocabulary and structures used for basic
communication about daily lives and topics of interest. 25点 5点 5点

【技能・表現・
　コミュニケーション】

Students will develop their reading comprehension skills,
complete writing assignments, build their vocabulary, improve
their listening skills and use English for basic spoken
communication.

10点 5点

5点

授業コード A027706 クラス名 ストライフラークラス

担当教員名 ストライフラー・ポール・ジョン

地域志向科目

履修上の注意、
履修条件

Classes have an emphasis on listening, reading and speaking. We'll try to be able to use English in
basic conversation. Students are expected to do their best and are graded on their own effort.

○到達目標に対する到達度の目安、および、成績評価の補足
Homework assignments
Class participation and attendance: 45; presentations: 15; homework and in-class written assignments: 15.

教科書 Assorted handouts

参考文献及び指定図
書

関連科目

【思考・判断・創造】
Students will develop strategies to communicate about their
ideas and opinions and be able to share them with other
students.

実務経験のある教員に
よる授業科目

○授業の目的・概要等 ○備考欄

授業の目的

In this course, students will develop their English communication skills, learn how to make and
give presentations, and gain confidence expressing what they want to say in English.

授業の概要

Through practice in listening, speaking, reading and writing, students will be given the  opportunity
to improve their communicative skills and competence in the English language.

授業の運営方法

（１）授業の形式

（２）複数担当の場合の方式

（３）アクティブ・ラーニング
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科 目 名 ： 英語３ （English3 ） 科 目 名 ： 英語３ （English3 ）
担当教員： 担当教員：

１. ９.

（約2.0h） （約2.0h）
（約2.0h） （約2.0h）

２. 10.

（約2.0h） （約2.0h）
（約2.0h） （約2.0h）

３. 11.

（約2.0h） （約2.0h）
（約2.0h） （約2.0h）

４. 12.

（約2.0h） （約2.0h）
（約2.0h） （約2.0h）

５. 13.

（約2.0h） （約2.0h）
（約2.0h） （約2.0h）

６. 14.

（約2.0h） （約2.0h）
（約2.0h） （約2.0h）

７. 15.

（約2.0h） （約2.0h）
（約2.0h） （約2.0h）

８. 16.

（約2.0h）
（約2.0h）

２０１９年度 授業シラバスの詳細内容

○授業計画
授業コード：A027706

○授業計画
授業コード：A027706

ストライフラー・ポール・ジョン ストライフラー・ポール・ジョン

学修内容 学修内容

Placement Test Asking about family and describing family members

予習： 予習：
復習： 復習：

First meetings / Giving Personal Information / Greetings and Question making Give your First Presentation

予習： 予習：
復習： 復習：

Course Introduction and Expectations / Starting conversations using Describing someones personality
               follow-up questions / Introducing yourself and others                Start working on your second presentation

予習： 予習：
復習： 復習：

Asking for personal information and checking information How to give compliments

予習： 予習：
復習： 復習：

Making small-talk and responding / Introduction to presentations Talking about routines and daily activities
               Turn-in a 'rough draft' of your second presentation

予習： 予習：
復習： 復習：

Expressing likes and dislikes / Work on making presentations 1 How to asking about the  activites you're doing

予習： 予習：
復習： 復習：

Asking about favorites, responding to and returning questions Final Presentation and Review
               Work on making presentations 2

予習： 予習：
復習： 復習：

Sports / Asking for opinions and giving them Final Exam

復習： 復習：

               Work on making presentations 3

予習： 予習：


