
学科 開催日 時間 教室 科目名 担当者名 授業内容

英語 7月23日 14:40～16:10 531 英語コミュニケーションⅠ 教授　マルコム・スワンソン

In this English Communication course, you will have two classes each
week.

COMMUNICATION CLASS: For these classes, the focus will be on
communicating in English. We will use the textbook "Conversations in
Class", and each week you will work on a different topic. As well as the
regular listening and reading activities, you will also spend a lot of time
on discussions, group work, interviewing, debating, presenting, and
asking and answering questions. You will be expected to participate fully
in English to get the most out of this course.

SKILLS CLASS: In these classes, we will be using the textbook "Uncover
3", and the focus will be on building your skills in English. Each unit of
the textbook covers a different topic, and it will probably take 2-3 weeks
to complete the work. We will work on vocabulary building, and how to
use that vocabulary effectively. We will also work on the four skills of
reading, listening, writing, and speaking.

英語 7月23日 14:40～16:10 523 専門演習Ⅰ 准教授　塚本　美紀

「専門演習Ⅰ」は半期(15週）完結の科目であるが、後学期開講の「専門
演習Ⅱ」に直結した科目である。このため、同一受講者が受講することに
なっている。加えて、次年度も継続指導が原則であるため、担当教員は、
４年次の卒論指導(必修）も念頭に入れて、２年がかりの指導をすることに
なる。すでに授業内容の概略が事前(２年次の10月）に提示され、ゼミ受
講者が決定しているため、２週目以降の詳細は、各担当者が、英語学科
DPの９項目を充たす指導内容を組み立てて、授業時に提示することにな
る。

学科 開催日 時間 教室 科目名 担当者名 授業内容

英語 7月25日 13:00～14:30 523 ライティング基礎 教授　大谷　浩

この授業の目的は、 英語でパラグラフライティングできる素地を養うことで
ある。
練習段階として、文法の確認や和文英訳的な演習も行うが、徐々に自分
自身の日常についてなど、まとまった内容を書く作業に移行していく。

一定量の英文を書くことに慣れていきながら、パラグラフライティングの基
本事項（テーマ、topic sentence、supporting sentence、concluding
sentenceなど）を身につけていく。

英文作成練習ソフトを利用することがある。

英語 7月25日 13:00～14:30 524 ライティング基礎 講師　アンデリュー・ジッツマン

この授業の目的は、 英語でパラグラフライティングできる素地を養うことで
ある。
練習段階として、文法の確認や和文英訳的な演習も行うが、徐々に自分
自身の日常についてなど、まとまった内容を書く作業に移行していく。

一定量の英文を書くことに慣れていきながら、パラグラフライティングの基
本事項（テーマ、topic sentence、supporting sentence、concluding
sentenceなど）を身につけていく。

英文作成練習ソフトを利用することがある。

学科 開催日 時間 教室 科目名 担当者名 授業内容

英語 7月26日 10:40～12:10 531
Advanced Eng.
Discussion Ⅰ

講師　アンデリュー・ジッツマン

Critical thinking is a skill that can be applied to every part of your lives,
including how you study English. In this task-based course, we will be
looking at topics that are relevant to your lives, and discussing them
using critical thinking skills—in other words, not WHAT to think, but
HOW to think. Not only will you be students, but you will also be
expected to take on the roles of researchers, designers, presenters,
leaders, and even teachers.
Within each class, we will examine a current topic from a number of
perspectives. We will also look at a specific critical thinking skill, and see
how we can apply it to that topic. In preparation for the classes, you will
be expected to research material related to the topic, and be prepared to
discuss it in English in the class.
During the semester, you will also be working on a personal project. You
will present this at the end of the course to show how your skills of
critical thinking have developed through the semester.

英語 7月26日 13:00～14:30 531
Advanced Eng.
Discussion Ⅰ

教授　マルコム・スワンソン

Critical thinking is a skill that can be applied to every part of your lives,
including how you study English. In this task-based course, we will be
looking at topics that are relevant to your lives, and discussing them
using critical thinking skills—in other words, not WHAT to think, but
HOW to think. Not only will you be students, but you will also be
expected to take on the roles of researchers, designers, presenters,
leaders, and even teachers.
Within each class, we will examine a current topic from a number of
perspectives. We will also look at a specific critical thinking skill, and see
how we can apply it to that topic. In preparation for the classes, you will
be expected to research material related to the topic, and be prepared to
discuss it in English in the class.
During the semester, you will also be working on a personal project. You
will present this at the end of the course to show how your skills of
critical thinking have developed through the semester.

英語 7月26日 14:40～16:10 523
グラマー・コンポジショ

ンⅠ
准教授　塚本　美紀

英文法の理解は、英語の４つのスキル（聞く、話す、読む、書く）すべての
基礎となる重要な要素である。この授業では、毎週テーマとなる文法項目
のポイントを確認した後、文法問題演習と英作文を行うことにより、文法の
定着と運用力の向上をはかる。


