
 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 橋元 純也 

授業科目 コミュニケーションⅠ 

英  訳 Communication Ⅰ 

配当年次 1年次   前期 必選別 必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
第1回で授業概要のガイダンスをおこない、第2～7回で日本語の用字・用語・表現技術といった諸相を理解

する。そのうえで、第8回で通信文の文章表現、第9・10回で作文や履歴書作成による自己を見つめた文章表
現、第11～14回で論説文の読解と作成による社会を見つめた文章表現をそれぞれ実践する。 

【授業の目的】 
日本語の用字・用語・表現技術といった諸相を理解したうえで、おもに文章表現によるコミュニケーションの実践経

験をつみ、学士力を基底からささえる基礎学力としての日本語コミュニケーション能力を身につける。 

【到達目標】 
適切な用字・用語・表現技術によって、論旨の明快な文章を作成できる。 

※作成文章の評価はすべてルーブリック（評価基準表）をもちいておこなう 
※科目「コミュニケーションⅠ」ルーブリック（ http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/blog/rubrics-com1 ）参照 

【準備学習(予習・復習)】 
毎回配布する講義プリントの内容を理解・整理しておき、不明点は質問すること。 

 

【授業計画】 

第 １回 講義概要ガイダンス 

第 ２回 日本語の用字① かなづかいと送りがなの原則と例外 

第 ３回 日本語の用字② 日本漢字の歴史と特徴 

第 ４回 日本語の用語① 反対語・ことわざ・慣用句 

第 ５回 日本語の用語② 外来語・漢字とかなの割合・重複表現 

第 ６回 日本語の表現技術① 文章を書く前に（手順と構成） 

第 ７回 日本語の表現技術② 文章を書いた後に（7つのチェック項目） 

第 ８回 通信文の表現 

第 ９回 自己を見つめた文章表現① 作文主題「人生の中間報告」 

第１０回 自己を見つめた文章表現② 履歴書（事実関係欄・自己アピール欄） 

第１１回 論説文の読解① 論証の形式と分析（単純論証・結合論証・合流論証） 

第１２回 論説文の読解② 論証における導出（演繹・推測） 

第１３回 論説文の作成① 作文主題「社会と私」 

第１４回 論説文の作成② 推敲・校正の方法 

第１５回 期末試験について・総合質問受付 

定期試験 

【教科書】 
 指定教科書なし。毎回、担当者がプリント資料を作成し、テキストとして配付する。 
 

【参考書】 
 講義中に必要に応じて示す。 

【成績評価基準】 
期末試験の素点（60％）と提出物の状況・内容による平常点（40％）とを総合して評価する。 

【メッセージ】 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 橋元 純也 

授業科目 コミュニケーションⅡ 

英  訳 Communication Ⅱ 

配当年次 1年次   後期 必選別 必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
第1回で授業概要のガイダンスをおこない、第2～5回で口頭表現の特徴・基礎・技術といった諸相を理解し

、第6～8回で敬語表現を中心とした口頭表現のモラルをまなぶ。そのうえで、第9～14回で自己紹介・自己ア
ピール・スピーチ・電話による会話など、さまざまな場面における口頭表現を実践する。 

【授業の目的】 
口頭表現の特徴・基礎・技術・モラルといった諸相を理解したうえで、おもに口頭表現によるコミュニケーションの

実践経験をつみ、学士力を基底からささえる基礎学力としての日本語コミュニケーション能力を身につける。 

【到達目標】 
口頭表現について適切な基礎知識・技術・モラルを身につけ、場面に応じた原稿作成と実践ができる。 

※口頭表現の原稿・実践の評価はすべてルーブリック（評価基準表）をもちいておこなう 
※科目「コミュニケーションⅡ」ルーブリック（ http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/blog/rubrics-com2 ）参照 

【準備学習(予習・復習)】 
毎回配布する講義プリントの内容を理解・整理しておき、不明点は質問すること。 

 

【授業計画】 

第 １回 講義概要ガイダンス 

第 ２回 口頭表現の特徴 発信者・受信者における文章表現との差異 

第 ３回 口頭表現の基礎 準備段階 

第 ４回 口頭表現の技術① 実践段階（スピーチ） 

第 ５回 口頭表現の技術② 実践段階（個別対話） 

第 ６回 口頭表現のモラル① 尊敬語 

第 ７回 口頭表現のモラル② 謙譲語 

第 ８回 口頭表現のモラル③ 丁寧語・美化語 

第 ９回 面接対話における自己紹介 

第１０回 面接対話における自己アピール① 面接とその意味 

第１１回 面接対話における自己アピール② 質問の 4分類とその対応 

第１２回 セレモニーにおけるスピーチ① 原稿作成 

第１３回 セレモニーにおけるスピーチ② 話し方・態度 

第１４回 電話による改まった会話 

第１５回 期末試験について・総合質問受付 

定期試験 

【教科書】 
 指定教科書なし。毎回、担当者がプリント資料を作成し、テキストとして配付する。 
 

【参考書】 
 講義中に必要に応じて示す。 

【成績評価基準】 
期末試験の素点（60％）と提出物の状況・内容による平常点（40％）とを総合して評価する。 

【メッセージ】 

 



 
区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 テナント 

授業科目 英語 Ⅰ（a） 

英  訳 English Ⅰ（a) 

配当年次 1年次   前期 必選別 必修 単位数 1単位 

【授業の概要】 
 読む・聴く・書く・話すの4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし
たクラスである。レベルによって4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅰでは、それらのレ
ベルに相応したテキストや教授法を用いて、英語Ⅱ～Ⅳへつなげていける4技能の基盤を、様々な練習を通
して構築していくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 
英語は今やGlobish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識されている。

そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の4つの技能を多少なりとも習得させることが高等教育機関の
義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Iの目的として、1）反復練習でレベルにあった基
礎を教え、2）応用練習で英語Ⅱ以降のクラスにつなげていく。 

【到達目標】 
・基本的な英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること。 
・やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
・前回の授業内容をよく復習して、疑問点があれば質問すること 。   
・ノートや配布したプリントを整理し、内容を理解しておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 Introductions/Classroom English/Course Outline 

第 ２回 Talking about People①;introduction to Moodle and Extensive Reading (多読) 

第 ３回 Talking about People②;introduction to High Frequency Vocabulary study 

第 ４回 Talking about People③ 

第 ５回 Talking about People④ 

第 ６回 Talking about Work and Leisure① 

第 ７回 Talking about Work and Leisure② 

第 ８回 Talking about Work and Leisure③; 多読の締め切り 1 

第 ９回 Talking about Work and Leisure④ 

第１０回 Review（復習のレッスン） 

第１１回 Talking about Travel① 

第１２回 Talking about Travel② 

第１３回 Talking about Travel③ 

第１４回 Talking about Travel④ 

第１５回 Semester review（前期の復習）；多読の締め切り 2 

定期試験 

【教科書】 
World English 1A 2nd Ed., Milner 著 

【参考書】 
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp  English I aのコース 

【成績評価基準】 

Classwork（教室での学習）: 20%  Reading Homework（宿題）: 30%  インライン学習： 15% 
Quizzes and tests（小テストや期末試験）: 20%   Written Journals（宿題）: 15% 

【メッセージ】 
このコースは主に英語で行われています。受講生はコンピュータやスマートフォンを使って、オンライン教材（ビ

デオ、リスニング、単語のフラッシュカード）を利用することが可能です。是非、それらを利用して下さい。 



 

 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 ヒギンボサム 

授業科目 英語 Ⅰ（b） 

英  訳 English Ⅰ（b) 

配当年次 1年次   前期 必選別 必修 単位数 1単位 

【授業の概要】 
 読む・聴く・書く・話すの4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし
たクラスである。レベルによって4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅰでは、それらのレ
ベルに相応したテキストや教授法を用いて、英語Ⅱ～Ⅳへつなげていける4技能の基盤を、様々な練習を通
して構築していくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 
英語は今やGlobish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識されている。

そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の4つの技能を多少なりとも習得させることが高等教育機関の
義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Iの目的として、1）反復練習でレベルにあった基
礎を教え、2）応用練習で英語Ⅱ以降のクラスにつなげていく。 

【到達目標】 
 基本的な英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること。 
  やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
・前回の授業内容をよく復習して、疑問点があれば質問すること 。   
・ノートや配布したプリントを整理し、内容を理解しておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 Introductions/Classroom English/Course Outline 

第 ２回 Talking about People①; introduction to Moodle and Extensive Reading (多読) 

第 ３回 Talking about People②; introduction to High Frequency Vocabulary study 

第 ４回 Talking about People③; Last of the women divers－video 

第 ５回 Talking about People④; Mini presentations－Famous People 

第 ６回 Talking about Work and Leisure①; Mini presentations－Famous People 

第 ７回 Talking about Work and Leisure②; Mini presentations－Famous People; TED talk 

第 ８回 Talking about Work and Leisure③; Mini presentations－Famous People; 多読の締め切り 1 

第 ９回 Talking about Work and Leisure④;Mini presentations－Famous People;Monkey business－video 

第１０回 Review（復習のレッスン）; Mini presentations－Famous People 

第１１回 Talking about Travel①; Mini presentations－Famous People 

第１２回 Talking about Travel② 

第１３回 Talking about Travel③ 

第１４回 Talking about Travel④; Smart traveler－video 

第１５回 Semester review（前期の復習とまとめ）；多読の締め切り 2 

定期試験 

【教科書】 
World English 1A 2nd Ed., Milner 著   ISBN: 9781305089495 

【参考書】 
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp  English I（George）のコース    quizlet.com 

【成績評価基準】 
End of semester test（期末試験）: 40%  Homework –  Reading（宿題）: 30% 
Vocabulary tests（小テスト）: 15%  Mini presentation: 15% 

【メッセージ】 
受講生はコンピュータやスマートフォンを使って、オンライン教材（ビデオ、リスニング、単語のフラッシュカー

ド）を利用することが可能です。是非、それらを利用して下さい。 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 平瀬 洋子 

授業科目 英語 I（b,c） 

英  訳 English I（b,c） 

配当年次 1年次   前期 必選別 必修 単位数 1 単位 

【授業の概要】 
 読む・聴く・書く・話すの4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし
たクラスである。レベルによって4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅰでは、それらのレ
ベルに相応したテキストや教授法を用いて、英語Ⅱ～Ⅳへつなげていける4技能の基盤を、様々な練習を通
して構築していくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 
英語は今やGlobish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識されている。

そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の4つの技能を多少なりとも習得させることが高等教育機関の
義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Iの目的として、1）反復練習でレベルにあった基
礎を教え、2）応用練習で英語Ⅱ以降のクラスにつなげていく。 

【到達目標】                
1．まず英語の文法を基礎から学び、be動詞と一般動詞を用いた英文が正しく書けること。 
2．現在、過去、未来を表す英文が正確に書けて、言えるようになること。 
3．簡単な絵本が読めるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
予習：テキストの課題をしておくこと。復習：授業の内容が理解できているか、確認すること。 
多読は締切日までに目標を達成すること。 

 

【授業計画】 

第 １回 授業の概要と進め方 

第 ２回 パソコンを使って「多読」の進め方とクイズの実施方法の説明 

第 ３回 Talking about People①  文法のプリント教材 

第 ４回 Talking about People②  文法のプリント教材 

第 ５回 Talking about People③  多読の締め切り 1回目 

第 ６回 Talking about Work and Leisure①  多読 

第 ７回 Talking about Work and Leisure②  文法のプリント教材 

第 ８回 Talking about Work and Leisure③文法のプリント教材 

第 ９回 Talking about Work and Leisure④  

第１０回 Review （復習のレッスン）： 多読の締め切り 2回目 

第１１回 Talking about Travel ①  多読 

第１２回 Talking about Travel ② 文法のプリント教材 

第１３回 Talking about Travel ③ 文法のプリント教材 

第１４回 Talking about Travel ④  

第１５回 Semester review （前期の復習とまとめ）； 多読の締め切り 3回目 

定期試験 

【教科書】 
World English 1A 2nd Ed. 著書：Martin Milner       出版社：センゲージラーニング 

【参考書】 
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp  English I（Hirase）のコース 必要に応じて， 授業中に紹介する 



 

【成績評価基準】 
課題 (多読を含む)：20 %   授業への取り組み：15％,  小テスト：15％,    期末試験:50％ 

【メッセージ】 
毎時間、授業にテキスト、配布されたプリント、英語の辞書を持参すること。 
 

 

 



 
区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 テナント 

授業科目 英語 Ⅱ（a） 

英  訳 English Ⅱ（a） 

配当年次 1年次   後期 必選別 必修 単位数     1単位 

【授業の概要】 

読む・聴く・書く・話すの 4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし

たクラスである。レベルによって 4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅱでは、それらのレ

ベルに相応したテキストや教授法を用いて、2年次英語へつなげていける 4技能の基盤を、様々な練習を通

して構築していくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 

英語は今や Globish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識され

ている。そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の 4つの技能を多少なりとも習得させること

が高等教育機関の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅱの目的として、1）

反復練習でレベルにあった基礎を教え、2）応用練習で英語Ⅲ以降のクラスにつなげていく。 

【到達目標】 
・英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること。 
・やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
・前回の授業内容をよく復習して、疑問点があれば質問すること 。   
・ノートや配布したプリントを整理し、内容を理解しておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 Introductions/Classroom English/Course Outline 

第 ２回 Talking about Food①;  start Moodle and Extensive Reading (多読） 

第 ３回 Talking about Food②;  start High Frequency Vocabulary study 

第 ４回 Talking about Food③ 

第 ５回 Talking about Food④ 

第 ６回 Talking about Sports① 

第 ７回 Talking about Sports② 

第 ８回 Talking about Sports③; 多読の締め切り 1 

第 ９回 Talking about Sports④ 

第１０回 Review（復習のレッスン） 

第１１回 Talking about Experiences① 

第１２回 Talking about Experiences② 

第１３回 Talking about Experiences③ 

第１４回 Talking about Experiences④ 

第１５回 Semester review（後期の復習）； 多読の締め切り 2 

定期試験 

【教科書】 
World English 1A 2nd Ed., Milner 著 

【参考書】 
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp  English Ⅱ a のコース 

【成績評価基準】 

Classwork（教室での学習）: 20%  Reading Homework（宿題）: 30%  インライン学習： 15% 
Quizzes and tests（小テストや期末試験）: 20%  Written Journals（宿題）: 15% 

【メッセージ】 
受講生はコンピュータやスマートフォンを使って、オンライン教材（ビデオ、リスニング、単語のフラッシュカー

ド）を利用することが可能です。是非、それらを利用して下さい。 



 区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 ヒギンボサム 

授業科目 英語 Ⅱ（b） 

英  訳 English Ⅱ（b） 

配当年次 1年次   後期 必選別 必修 単位数 1単位 

【授業の概要】 

読む・聴く・書く・話すの 4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし

たクラスである。レベルによって 4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅱでは、それらのレ

ベルに相応したテキストや教授法を用いて、2年次英語へつなげていける 4技能の基盤を、様々な練習を通

して構築していくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 

英語は今や Globish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識され

ている。そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の 4つの技能を多少なりとも習得させること

が高等教育機関の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅱの目的として、1）

反復練習でレベルにあった基礎を教え、2）応用練習で英語Ⅲ以降のクラスにつなげていく。 

【到達目標】 
・基本的な英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること。 
・やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
・前回の授業内容をよく復習して、疑問点があれば質問すること 。   
・ノートや配布したプリントを整理し、内容を理解しておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 Introductions/Classroom English/Course Outline 

第 ２回 Talking about Food①; start Moodle and Extensive Reading (多読) 

第 ３回 Talking about Food②; start High Frequency Vocabulary study 

第 ４回 Talking about Food③; Dangerous dinner－video 

第 ５回 Talking about Food④; Mini presentations－Food in the world     

第 ６回 Talking about Sports①; Mini presentations－Food in the world     

第 ７回 Talking about Sports②; Mini presentations－Food in the world     

第 ８回 Talking about Sports③; Mini presentations－Food in the world;TED talk;多読の締め切り 1 

第 ９回 Talking about Sports④; Mini presentations－Sport in the world; Cheese rolling - video 

第１０回 Review（復習のレッスン）; Mini presentations－Sport in the world 

第１１回 Talking about Experiences①; Mini presentations－Sport in the world 

第１２回 Talking about Experiences②; Mini presentations－Sport in the world 

第１３回 Talking about Experiences③ 

第１４回 Talking about Experiences④; Machu Picchu－video 

第１５回 Semester review（後期の復習とまとめ）；多読の締め切り 2 

定期試験 

【教科書】 
World English 1A 2nd Ed., Milner 著   ISBN: 9781305089495 

【参考書】 
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp  EnglishⅡ（George）のコース    quizlet.com 

【成績評価基準】 
End of semester test（期末試験）: 40%  Homework –  Reading（宿題）: 30% 
Vocabulary tests（小テスト）: 10%  Mini presentation: 10%  Diaries: 10% 

【メッセージ】 
受講生はコンピュータやスマートフォンを使って、オンライン教材（ビデオ、リスニング、単語のフラッシュカー

ド）を利用することが可能です。是非、それらを利用して下さい。 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 平瀬 洋子 

授業科目 英語Ⅱ（b,c） 

英  訳 English Ⅱ（b,c） 

配当年次 1年次   後期 必選別 必修 単位数 1単位 

【授業の概要】 

読む・聴く・書く・話すの 4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし

たクラスである。レベルによって 4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅱでは、それらのレ

ベルに相応したテキストや教授法を用いて、2年次英語へつなげていける 4技能の基盤を、様々な練習を通

して構築していくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 

英語は今や Globish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識され

ている。そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の 4つの技能を多少なりとも習得させること

が高等教育機関の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅱの目的として、1）

反復練習でレベルにあった基礎を教え、2）応用練習で英語Ⅲ以降のクラスにつなげていく。 

【到達目標】 
前期同様に、文法の基礎をしっかり学習する。特に、不定詞、動名詞、受動態等の文法事項を学習するので、多読

本を前期よりも多く読むこと。また、知らない単語が出ても、前後関係から意味を推測できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
予習：テキストの課題をやること。  復習：授業の内容が理解できているか、確認すること。 

 多読は締切日までに目標を達成すること。 

【授業計画】 

第 １回 授業の概要と進め方 

第 ２回 パソコンを使って「多読」の進め方とクイズの実施方法の説明 

第 ３回 Talking about Food①  文法のプリント教材 

第 ４回 Talking about Food②  文法のプリント教材 

第 ５回 Talking about Food③  多読の締め切り 1回目 

第 ６回 Talking about Sports①  多読 

第 ７回 Talking about Sports②  文法のプリント教材 

第 ８回 Talking about Sports③  文法のプリント教材 

第 ９回 Talking about Sports④  

第１０回 Review （復習のレッスン）： 多読の締め切り 2回目 

第１１回 Talking about Experiences ①  多読 

第１２回 Talking about Experiences ② 文法のプリント教材 

第１３回 Talking about Experiences ③ 文法のプリント教材 

第１４回 Talking about Experiences ④   

第１５回 Semester review（前期の復習とまとめ）； 多読の締め切り 3回目 

定期試験 

【教科書】 
 World English 1A 2nd.Ed.  著者：Martin  Milner       出版社：センゲージラーニング 

【参考書】 
必要に応じて、授業中に紹介する。 

【成績評価基準】 
課題 (多読を含む)：20 % 、  授業への取り組み：15％、  小テスト：15％、  期末試験:50％ 



 

【メッセージ】 
 毎時間、授業にはテキスト、配布されたプリント、英語の辞書を持参すること。 

 



 
区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 ヒギンボサム 

授業科目 英語 Ⅲ（a） 

英  訳 English Ⅲ（a） 

配当年次 2年次   前期 必選別 必修 単位数 1単位 

【授業の概要】 

読む・聴く・書く・話すの 4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし

たクラスである。レベルによって 4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅲでは、それらのレ

ベルに相応したテキストや教授法を用いて、1年次英語で習得した 4技能の基盤を、様々な練習を通して発

展させていくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 

英語は今や Globish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識され

ている。そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の 4つの技能を多少なりとも習得させること

が高等教育機関の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅲの目的として、1）

反復練習でレベルにあった英語力発展をはかり、2）応用練習で英語Ⅳクラスにつなげていく。 

【到達目標】 
・英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること。 
・やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
・前回の授業内容をよく復習して、疑問点があれば質問すること 。   
・ノートや配布したプリントを整理し、内容を理解しておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 Course introduction: Vocabulary, Reading & Presentations 

第 ２回 Start Moodle and Extensive Reading (多読) 

第 ３回  Communication①; Start High Frequency Vocabulary study 

第 ４回 Communication②  

第 ５回 Communication③; TED talk  

第 ６回 Communication④;‘Wild animal trackers－video  

第 ７回 Future Plans①; World problems－mini presentation－explanation 

第 ８回 Future Plans②; World problems－mini presentations; 多読の締め切り 1 

第 ９回 Future Plans③; World problems－mini presentations  

第１０回 Future Plans④;World problems－mini presentations; Solar cooking－video 

第１１回 Shopping①; World problems－mini presentations  

第１２回 Shopping②; World problems－mini presentations  

第１３回 Shopping③; World problems－mini presentations  

第１４回 Shopping④; How your T-shirt can make a difference－video 

第１５回 Semester review（前期の復習とまとめ）； 多読の締め切り 2 

定期試験 

【教科書】 
World English 1B 2nd Ed. by Milner 著  ISBN: 9781305089488 

【参考書】 
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp  English Ⅲ（George） のコース   quizlet.com 

【成績評価基準】 

End of semester test（期末試験）: 40%  Homework –  Reading（宿題）: 30% 
 Vocabulary tests（小テスト）: 15%  Short Presentation: 15% 

【メッセージ】 
 受講生はコンピュータやスマートフォンを使って、オンライン教材（ビデオ、リスニング、単語のフラッシュカー
ド）を利用することが可能です。是非、それらを利用して下さい。 



 
区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 テナント 

授業科目 英語 Ⅲ（b） 

英  訳 English Ⅲ（b） 

配当年次 2 年次   前期 必選別 必修 単位数 1 単位 

【授業の概要】 

読む・聴く・書く・話すの 4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし

たクラスである。レベルによって 4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅲでは、それらのレ

ベルに相応したテキストや教授法を用いて、1 年次英語で習得した 4 技能の基盤を、様々な練習を通して発

展させていくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 

英語は今や Globish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識され

ている。そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の 4つの技能を多少なりとも習得させること

が高等教育機関の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅲの目的として、1）

反復練習でレベルにあった英語力発展をはかり、2）応用練習で英語Ⅳクラスにつなげていく。 

【到達目標】 
・英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること。 
・やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
・前回の授業内容をよく復習して、疑問点があれば質問すること 。   
・ノートや配布したプリントを整理し、内容を理解しておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 Introductions/Classroom English/Course Outline. 

第 ２回 Focus on Stories; introduction to Moodle and Extensive Reading (多読). 

第 ３回 Focus on vocabulary: introduction to High Frequency Vocabulary study (Top 300 words). 

第 ４回 Focus on telling easy stories with picture books. Vocab quiz (1-300). Vocabulary list. 

第 ５回 Listening to and reading short anecdotes. Vocabulary list. 

第 ６回 Memorizing and telling short anecdotes. Vocab quiz (301-400). Vocabulary list. 

第 ７回 Focus on vocabulary: high frequency words 301-500 review. 

第 ８回 Listening to and reading short anecdotes. Vocab quiz. 多読の締め切り 1 

第 ９回 Memorizing and retelling short anecdotes. Vocab 1-500 review. 

第１０回 Focus on vocabulary: high frequency words 501-600. 

第１１回 Listening to and reading short anecdotes. Vocab quiz. 

第１２回 Memorizing and retelling short anecdotes. Vocab 601-700 

第１３回 Listening to and reading short anecdotes. Vocab quiz. 

第１４回 Memorizing and retelling short anecdotes. Vocabulary review. 

第１５回 Semester review（前期の復習）； 多読の締め切り 2 

定期試験 

【教科書】 
Introductory Steps to Understanding, L.A. Hill 著 

【参考書】 
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp  English Ⅲ b のコース 

【成績評価基準】 

Classwork（教室での学習）: 20%    Reading Homework（宿題）: 30%    インライン学習：15% 
Quizzes and tests（小テストや期末試験）: 20%  Written Journals（宿題）: 15% 

【メッセージ】 
このコースは主に英語で行われています。受講生はコンピュータやスマートフォンを使って、オンライン教材（ビ

デオ、リスニング、単語のフラッシュカード）を利用することが可能です。是非、それらを利用して下さい。 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 平瀬 洋子 

授業科目 英語 Ⅲ（b,c） 

英  訳 English Ⅲ（b,c） 

配当年次 2年次   前期 必選別 必修 単位数 1単位 

【授業の概要】 

読む・聴く・書く・話すの 4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし

たクラスである。レベルによって 4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅲでは、それらのレ

ベルに相応したテキストや教授法を用いて、1年次英語で習得した 4技能の基盤を、様々な練習を通して発

展させていくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 

英語は今や Globish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識され

ている。そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の 4つの技能を多少なりとも習得させること

が高等教育機関の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅲの目的として、1）

反復練習でレベルにあった英語力発展をはかり、2）応用練習で英語Ⅳクラスにつなげていく。 

【到達目標】 
文法の基礎力をつけ、TOEIC Bridgeの問題が理解できるようになること。多読では、ゆっくりでも最後まで本が 

読めるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習：テキストの予習と単語テストの準備をすること。復習：授業内容が理解できているか、確認すること。
多読は締切日までに目標を達成すること。 

【授業計画】 

第 １回 授業の概要と進め方について説明、自己紹介の英文作成、 

第 ２回 パソコンで「多読」のクイズに挑戦 

第 ３回  Unit 1  People and Jobs 基礎 (Reading Section:加算名詞・不加算名詞とその修飾表現) 

第 ４回 Unit 1  People and Jobs 応用 

第 ５回 Unit 2  Daily activities   基礎 （Listening Section: 位置関係の表現） 

第 ６回 Unit 2  Daily activities   応用・多読の語数確認 

第 ７回 Unit 3  At School  基礎  (Reading Section: 品詞) 

第 ８回 Unit 3  At School  応用 

第 ９回 Unit 1~Unit 3 の復習とまとめ   

第１０回 Unit 4  At Restaurant  基礎  （Listening Section: 様々な疑問文） 

第１１回 Unit 4  At Restaurant  応用・多読の語数確認 

第１２回 Unit 5  Shopping   基礎  (Reading Section: 代名詞) 

第１３回 Unit 5  Shopping   応用  

第１４回 Unit 6 At Hospital 基礎 （Listening Section: Whoを用いた疑問文） 

第１５回 Unit 6  At Hospital  応用 ・Unit 4~6の復習とまとめ・多読の語数確認 

定期試験 

【教科書】 
 Advanced Trainer for the TOEIC Bridge Test   著者：藤岡美香子 他  出版社：センゲージラーニング 

【参考書】 
必要に応じて 、授業中に紹介する。 

【成績評価基準】 
課題 (多読を含む)：20 %、   授業への取り組み：15％、 小テスト：15％ 、  期末試験:50％ 



 

【メッセージ】 
毎時間、授業にはテキスト、配布されたプリント、英語の辞書を持参すること。 

 



 区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 ヒギンボサム 

授業科目 英語 Ⅳ（a） 

英  訳 English Ⅳ（a） 

配当年次 2年次   後期 必選別 必修 単位数 1単位 

【授業の概要】 

読む・聴く・書く・話すの 4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし

たクラスである。レベルによって 4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅳでは、それらのレ

ベルに相応したテキストや教授法を用いて、1年次英語で習得した 4技能の基盤を、様々な練習を通して発

展させていくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 

英語は今や Globish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識され

ている。そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の 4つの技能を多少なりとも習得させること

が高等教育機関の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅳの目的として、1）

反復練習でレベルにあった英語力発展をはかり、2）応用練習で 3年次の必修選択クラスにつなげていく。 

【到達目標】 
・英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること。 
・やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
・前回の授業内容をよく復習して、疑問点があれば質問すること 。   
・ノートや配布したプリントを整理し、内容を理解しておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 Welcome back: more reading & more vocabulary 

第 ２回 Lifestyles①； Weekly diaries  

第 ３回 Lifestyles② 

第 ４回 Lifestyles③ 

第 ５回 Lifestyles④； Mini presentations－explanation 

第 ６回‘The science of stress’－video; Mini presentations－Great people in the world 

第 ７回 Achievements①; Mini presentations－Great people in the world 

第 ８回 Achievements②；Mini presentations－Great people in the world; 多読の締め切り 1 

第 ９回 Achievements③; Mini presentations－Great people in the world 

第１０回 Achievements④; Mini presentations－Great people in the world;‘Spacewalk’－video 

第１１回 Consequences①; Mini presentations－Great people in the world 

第１２回 Consequences② 

第１３回 Consequences③; How to buy happiness－TED talk 

第１４回 Consequences④; Kilimanjaro－video 

第１５回 Semester review（後期の復習とまとめ）； 多読の締め切り 2 

定期試験 

【教科書】 
World English 1B 2nd Ed. by Milner 著  ISBN: 9781424051076 

【参考書】 
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp  English IV（George） のコース   quizlet.com 

【成績評価基準】 

End of semester test（期末試験）: 40%  Homework –  Reading（宿題）: 30%     

Vocabulary tests（小テスト）: 10%    Short Presentation: 10%  Diaries: 10％ 

【メッセージ】 
受講生はコンピュータやスマートフォンを使って、オンライン教材（ビデオ、リスニング、単語のフラッシュカー

ド）を利用することが可能です。是非、それらを利用して下さい。 



 
区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 テナント 

授業科目 英語 Ⅳ（b） 

英  訳 English Ⅳ（b） 

配当年次 2年次   後期 必選別 必修 単位数 1単位 

【授業の概要】 

読む・聴く・書く・話すの 4 技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし

たクラスである。レベルによって 4 技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅳでは、それらのレ

ベルに相応したテキストや教授法を用いて、1 年次英語で習得した 4 技能の基盤を、様々な練習を通して発

展させていくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 

英語は今や Globish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識され

ている。そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の 4 つの技能を多少なりとも習得させること

が高等教育機関の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅳの目的として、1）反

復練習でレベルにあった英語力発展をはかり、2）応用練習で 3年次の必修選択クラスにつなげていく。 

【到達目標】 
・英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること。 
・やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
・前回の授業内容をよく復習して、疑問点があれば質問すること 。   
・ノートや配布したプリントを整理し、内容を理解しておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 Introductions/Classroom English/Course Outline.Start Moodle and Extensive Reading(多読). 

第 ２回 Review of high frequency vocabulary 1-700.  

第 ３回 Listening to and reading short anecdotes. 

第 ４回 Memorizing and telling short anecdotes. Vocab 701-800 

第 ５回 Listening to and reading short anecdotes. Vocab quiz. 

第 ６回 Memorizing and telling short anecdotes. Vocab 801-900 

第 ７回 Listening to and reading short anecdotes. Vocab quiz. 

第 ８回 Memorizing and telling short anecdotes. Vocab review 701-900. 多読の締め切り 1 

第 ９回 High frequency vocabulary 901-1000. Easy picture books. 

第１０回 Listening to and reading short anecdotes. Vocab quiz. 

第１１回 Memorizing and telling short anecdotes. Vocab 1001-1100. 

第１２回 Listening to and reading short anecdotes. Vocab quiz. 

第１３回 Memorizing and telling short anecdotes. Vocab 1101-1200. 

第１４回 High frequency vocabulary review 701-1200. 

第１５回 Semester review （後期の復習）. Vocab quiz. 多読の締め切り 2 

定期試験 

【教科書】 
Introductory Steps to Understanding, L.A. Hill 著 

【参考書】 
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp  English IV b のコース 

【成績評価基準】 

Classwork（教室での学習）: 20%  Reading Homework（宿題）: 30%  インライン学習： 15% 
Quizzes and tests（小テストや期末試験）: 20%  Written Journals（宿題）: 15% 

【メッセージ】 
受講生はコンピュータやスマートフォンを使って、オンライン教材（ビデオ、リスニング、単語のフラッシュカー

ド）を利用することが可能です。是非、それらを利用して下さい。 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 平瀬 洋子 

授業科目 英語 Ⅳ（b,c） 

英  訳 English Ⅳ（b,c） 

配当年次 2年次   後期 必選別 必修 単位数 1単位 

【授業の概要】 

読む・聴く・書く・話すの 4技能を出来るだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にし

たクラスである。レベルによって 4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅳでは、それらのレ

ベルに相応したテキストや教授法を用いて、1年次英語で習得した 4技能の基盤を、様々な練習を通して発

展させていくクラスである。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。 

【授業の目的】 

英語は今や Globish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識され

ている。そのトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、英語の 4つの技能を多少なりとも習得させること

が高等教育機関の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅳの目的として、1）

反復練習でレベルにあった英語力発展をはかり、2）応用練習で 3年次の必修選択クラスにつなげていく。 

【到達目標】 
TOEIC Bridgeのリスニング問題とリーディング問題がすべて理解できるようになること。多読では、分からない単

語があっても前後関係から意味を推測し、内容がほぼ理解できるようになること。 

【準備学習(予習・復習)】 
予習：テキストの予習と単語テストの準備をすること。復習：授業内容が理解できているか、確認すること。
多読は締切日までに目標を達成すること。 

【授業計画】 

第 １回 授業の概要と進め方について説明、パソコンで「多読」のクイズ 

第 ２回  Pre-test 

第 ３回 Unit  7  At Bank /Post Office 基礎（Reading Section：現在分詞と過去分詞） 

第 ４回 Unit  7  At Bank /Post Office 応用   

第 ５回 Unit  8  Travel 基礎（Listening Section：Where を用いた疑問文） 

第  ６回 Unit  8  Travel 応用 

第 ７回 Unit  9  At Airport / Station 基礎（Reading Section：関係代名詞） 

第 ８回 Unit  9  At Airport / Station 応用 

第 ９回 Unit 7~9の復習とまとめ・多読の語数確認 

第１０回 Unit 10 At Hotel 基礎（Reading Section：基本情報の読み取り方） 

第１１回 Unit 10  At Hotel 応用 

第１２回 Unit 11  Entertainment / Hobbies 基礎（Listening Section：提案・勧誘・申し出等の表現） 

第１３回 Unit 11  Entertainment / Hobbies 応用 

第１４回 Unit 12  At Office 基礎（Listening Section：数や時間の表現） 

第１５回 Unit 12  At Office 応用・Unit 10~12の復習と多読の語数確認 

定期試験 

【教科書】 
Advanced Trainer for the TOEIC Bridge Test   著者：藤岡美香子    出版社：センゲージラーニング  

【参考書】 
必要に応じて、授業中に紹介する。 

【成績評価基準】 
課題 (多読を含む)：20 %、   授業への取り組み：15％、 小テスト：15％ 、  期末試験:50％ 



 

【メッセージ】 
毎時間、授業にはテキスト、配布されたプリント、英語の辞書を持参すること。 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 若林 義啓、宇野 健 

授業科目 情報リテラシー Ⅰ 

英  訳 Information Literacy Ⅰ 

配当年次 1年次   前期 必選別 必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
大学生活で必要となるコンピュータの使い方や、大学生としてネット社会に参画するための基本を演習形式で学ぶ

。第１回～第５回までに大学での電子メールや掲示板などのコミュニケーションツールの活用方法，情報セキュリテ
ィ・情報モラルを修得し，第６回からはレポートの書き方，まとめ方など実務的な活用法を修得する。 

【授業の目的】 
大学生活で必要となるコンピュータの基本的な知識と、インターネット利用時の危険、社会に出ても活用できる情

報活用能力を学び、それらを授業終了後も継続的に活用できることを目指す。タッチタイピング、メールのマナー、
レポートの書き方・まとめ方など、他の科目や就職活動で必須となる技術を重点的に行う。 

【到達目標】 
情報社会に必要なコンピュータの基礎技術と情報モラルを身につけ、大学生活で必要となるレポートの書き方を主

とした情報活用能力「情報リテラシー」を修得し、コンピュータを広く学修に活用することが出来る。 

【準備学習(予習・復習)】 
タッチタイピングは授業時間外にもしっかりと練習しておくこと。課題は重要なポイントの復習であるため、繰り

返し行って理解を深めておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス、情報リテラシー 

第 ２回 大学でのコンピュータ利用 

第 ３回 インターネット入門、メールのマナー 

第 ４回 インターネットの影、タッチタイピング 

第 ５回 ファイルとフォルダ、フリーソフトの活用 

第 ６回 Word入門① 日本語変換ソフトの活用 

第 ７回 Word入門② 文書作成手順、編集、保存 

第 ８回 インターネット、Word入門のまとめ 

第 ９回 Word応用① 図表とキャプション 

第１０回 Word応用② 文章のレイアウト、メール返信のマナー 

第１１回 Word応用③ レポートの書式に必要な技術 

第１２回 Word実践① レポートの構成と作り方 

第１３回 Word実践② レポート作成演習 情報収集、文章構成 

第１４回 Word実践③ レポート作成演習 考察、校正 

第１５回 まとめ 

【教科書】 
『情報リテラシー』FOM出版 
 

【参考書】 
 
 

【成績評価基準】 
レポート提出（30％)及びまとめ（70％）の総合評価。 
 

【メッセージ】 
情報リテラシーとは、コンピュータ使った情報活用力のことです。大学で学ぶ上で必要となる情報活用に関するア

カデミックスキルを情報リテラシーⅠ・Ⅱで1年生のうちに身に付けておきましょう。 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 若林 義啓、佐々木 宣介 

授業科目 情報リテラシー Ⅱ 

英  訳 Information Literacy Ⅱ 

配当年次 1年次   後期 必選別 必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
プレゼンテーションの基本とスライドのデザインを学んだ後、レポートや研究で使う実践的な表計算やグラフの描

き方を重点的に学ぶ。第1回～第4回まではプレゼンテーションで使うスライドのデザインや効果的な発表技術を修得
する。第5回からは表計算ソフトを使い、レポートや研究に必要な表計算、データベース、グラフの描き方を修得す
る。 

【授業の目的】 
レポートや実務で必要となる表計算やグラフ描画の技術を、実践的なデータを用いて修得する。また、授業終了後

も自分で新しい技術を調べて修得し、研究や実務に活用できることを目指す。 

【到達目標】 
プレゼンテーションの短い時間で情報を伝達できる効果的なスライドを作成出来る。学修や研究だけでなく、卒業

後の実務で必要となる表計算ソフトの活用力身に付け、情報活用能力「情報リテラシー」を修得し、コンピュータを
広く活用することが出来る。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業を復習して授業に臨むこと。課題は重要なポイントの復習であるため、繰り返し行って理解を深めてお

くこと。 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス、PowerPoint入門① プレゼンテーションの基本 

第 ２回 PowerPoint入門② レイアウト、視覚効果 

第 ３回 PowerPoint入門③ スライドのデザイン 

第 ４回 PowerPoint入門④ スライド作成 

第 ５回 Excel表計算① 表計算の基本 

第 ６回 Excel表計算② 基本的な関数 

第 ７回 Excel表計算③ 応用的な関数 

第 ８回 PowerPoint、Excel表計算まとめ 

第 ９回 Excel表計算応用 関数の応用 

第１０回 Excel書式 実務的な表作成 

第１１回 Excelデータベース 

第１２回 Excelグラフ① グラフの基本 

第１３回 Excelグラフ② 実用的なグラフ 

第１４回 Wordとの連携 レポートへの活用 

第１５回 まとめ 

【教科書】 
『情報リテラシー』FOM出版（情報リテラシーⅠの教科書） 

【参考書】 
 

【成績評価基準】 
レポート提出（30％)及びまとめ（70％）の総合評価。 

【メッセージ】 
情報リテラシーⅠに続く情報活用力を身に付ける科目です。大学で学ぶ上で必要となるアカデミックスキルをしっ

かり身に付けましょう。 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 若林 義啓 

授業科目 情報活用入門 

英  訳 Introduction to Application of Information 

配当年次 2年次 前期または後期 必選別 選択 単位数 2単位 

【授業の概要】 
授業は情報活用の魅力的なコンテンツを複数用意し、コンテンツごとに3回または4回の授業を割り当て、制作を基

本とした演習を行う。全体を通してデジタル画像を扱う技術を習得する。最後に制作物のプレゼンテーションを行う
。履修条件として1年次に「情報リテラシーⅠ」、「情報リテラシーⅡ」を履修していること。 

【授業の目的】 
普段の生活の中で使える情報技術を魅力的なテーマとして用意し、応用的な技術を身に付けることでコンピュータ

の活用場面を生活の中に広げていくことを目指す。また生活の中だけでなく、修得した技術を積極的に学業へ活用す
る意識を高める。 

【到達目標】 
デジタル画像の基礎を理解し、レイヤーを使った画像加工が出来る。デザインの原則を理解し、文字と画像のレイ

アウトが出来る。聴衆の理解と賛同を得るプレゼンテーションを行える。 

【準備学習(予習・復習)】 
授業内の演習時間では課題をクリアすることは出来ないので毎回授業外に課題制作を進めておくこと。 

【授業計画】 

第 １回 ガイダンス、デジタル画像の基礎 

第 ２回 グラフィックソフト① 画像修正 

第 ３回 グラフィックソフト② 合成画像の制作、品評会 

第 ４回 デジタルコンテンツ表現① ポスターの設計 

第 ５回 デジタルコンテンツ表現② ポスターの情報収集と加工 

第 ６回 デジタルコンテンツ表現③ ポスターの制作 その１ 

第 ７回 デジタルコンテンツ表現④ ポスターの制作 その２、品評会 

第 ８回 グラフィックソフト活用① 缶バッジ・時計のデザイン 

第 ９回 グラフィックソフト活用② 缶バッジ・時計の制作 その１ 

第１０回 グラフィックソフト活用③ 缶バッジ・時計の制作 その２ 

第１１回 グラフィックソフト活用③ 缶バッジ・時計の組立、品評会 

第１２回 PowerPoint発表 スライド制作① プレゼンテーションのポイント 

第１３回 PowerPoint発表 スライド制作② スライドのデザイン・制作 

第１４回 PowerPoint発表 スライド制作③ 制作・リハーサル 

第１５回 発表会、相互評価 

【教科書】 
 
 

【参考書】 
 
 

【成績評価基準】 
課題（70％）、発表（30％）の総合評価とする。 
 

【メッセージ】 
課題制作がメインの授業ですので授業外も課題で忙しいですが、コンピュータを使った制作に興味がある人はぜひ

履修してください。 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 吉本 由美 

授業科目 日本語 Ⅰ（a） 

英  訳 Japanese Ⅰ（a） 

配当年次 1年次   前期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
日本語能力試験Ｎ1レベルの文法を整理し、使えるようにする。主に「読む」「聞く」練習をする。 

 

【授業の目的】 
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける。 

 

【到達目標】 
「イベントなどに関する記事を読んで、理解できる」、「公的な立場の人のスピーチを聞いて、理解できる」など。 
 

【準備学習(予習・復習)】 
語彙の読み方、意味を予習する。文法の練習問題を解く。 

 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 1 ニュースを読む 

第 ３回 まとめ 1 ＋ JLPT練習 

第 ４回 2 スピーチを聞く 

第 ５回 まとめ 2 ＋ JLPT練習 

第 ６回 3 昔話を読む 1 

第 ７回 3 昔話を読む 2 

第 ８回 まとめ 2 

第 ９回 4 実用書を読む 1 

第１０回 4 実用書を読む 2 

第１１回 まとめ 3 

第１２回 5 ドラマのシナリオを読む 1 

第１３回 5 ドラマのシナリオを読む 2 

第１４回 5 ドラマのシナリオを読む 3 

第１５回 まとめ 4 

定期試験 

【教科書】 
TRY！日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語（各国語版）ASK 

 

【参考書】 
語彙リスト（各国語版） 

 

【成績評価基準】 
課題（宿題）30％、小テスト30％、期末試験40％ 

 

【メッセージ】 
これまで学んできたことをもとに、日本語力向上のために頑張っていきましょう 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 川崎 千枝見 

授業科目 日本語 Ⅰ（b） 

英  訳 Japanese I（b） 

配当年次 1年次   前期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
日本語能力試験Ｎ2レベルの文法を整理し、使えるようにする。Ｎ1レベルも視野に入れ、主に「読む」「

聞く」練習をする。 

【授業の目的】 
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける。 

 

【到達目標】 
お知らせ、レポートや論説文の説明などが読んで理解できる。社会生活の場面での心構え、身近なニュースなどを

聞いて理解できる。 

【準備学習(予習・復習)】 
語彙の読み方、意味を予習する。文法の練習問題を解く。 

 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 1 お知らせを読む 

第 ３回 2 スピーチをする 1 

第 ４回 2 スピーチをする 2 

第 ５回 まとめ 1 

第 ６回 3 説明を聞く 

第 ７回 4 ニュースを聞く 

第 ８回 5 友達同士の会話 1 

第 ９回 5 友達同士の会話 2 

第１０回 まとめ 2 

第１１回 6 友達同士の会話 1 

第１２回 6 友達同士の会話 2 

第１３回 7 論説文を読む 1 

第１４回 7 論説文を読む 2 

第１５回 まとめ 3 

定期試験 

【教科書】 
TRY！日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語（各国語版）ASK 

 

【参考書】 
語彙リスト（各国語版） 

 

【成績評価基準】 
課題（宿題）30％、小テスト30％、期末試験40％ 

 

【メッセージ】 
これまで学んできたことをもとに、日本語力向上のために頑張っていきましょう 

 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 川崎 千枝見 

授業科目 日本語 Ⅰ（c） 

英  訳 Japanese I（c） 

配当年次 1年次   前期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
日本語能力試験Ｎ2レベルの文法を整理し、使えるようにする。主に「読む」「聞く」練習をする。 

 

【授業の目的】 
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける。 

 

【到達目標】 
お知らせ、レポートや論説文の説明などが読んで理解できる。社会生活の場面での心構え、身近なニュースなどを

聞いて理解できる。 

【準備学習(予習・復習)】 
語彙の読み方、意味を予習する。文法の練習問題を解く。 

 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 1 お知らせを読む 

第 ３回 2 スピーチをする 1 

第 ４回 2 スピーチをする 2 

第 ５回 まとめ 1 

第 ６回 3 説明を聞く 

第 ７回 4 ニュースを聞く 

第 ８回 5 友達同士の会話 1 

第 ９回 5 友達同士の会話 2 

第１０回 まとめ 2 

第１１回 6 友達同士の会話 1 

第１２回 6 友達同士の会話 2 

第１３回 7 論説文を読む 1 

第１４回 7 論説文を読む 2 

第１５回 まとめ 3 

定期試験 

【教科書】 
TRY！日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語（各国語版）ASK 

 

【参考書】 
語彙リスト（各国語版） 

 

【成績評価基準】 
課題（宿題）30％、小テスト30％、期末試験40％ 

 

【メッセージ】 
これまで学んできたことをもとに、日本語力向上のために頑張っていきましょう 

 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 川崎 千枝見 

授業科目 日本語 Ⅰ（d） 

英  訳 Japanese I（d） 

配当年次 1年次   前期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
日本語能力試験N2レベルの基本的な文法を整理し、使えるようにする。 主に「読む」「聞く」練習をす

る。 
 

【授業の目的】 
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける。 

 

【到達目標】 
お知らせ、レポートや論説文の説明などが読んで理解できる。社会生活の場面での心構え、身近なニュースなどを

聞いて理解できる。 

【準備学習(予習・復習)】 
語彙の読み方、意味を予習する。文法の練習問題を解く。 

 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 1 お知らせを読む 

第 ３回 2 スピーチをする 1 

第 ４回 2 スピーチをする 2 

第 ５回 まとめ 1 

第 ６回 3 説明を聞く 

第 ７回 4 ニュースを聞く 

第 ８回 5 友達同士の会話 1 

第 ９回 5 友達同士の会話 2 

第１０回 まとめ 2 

第１１回 6 友達同士の会話 1 

第１２回 6 友達同士の会話 2 

第１３回 7 論説文を読む 1 

第１４回 7 論説文を読む 2 

第１５回 まとめ 3 

定期試験 

【教科書】 
TRY！日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語（各国語版）ASK 

 

【参考書】 
語彙リスト（各国語版） 

 

【成績評価基準】 
課題（宿題）30％、小テスト30％、期末試験40％ 

 

【メッセージ】 
これまで学んできたことをもとに、日本語力向上のために頑張っていきましょう 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 吉本 由美 

授業科目 日本語 Ⅱ（a） 

英  訳 Japanese Ⅱ（a） 

配当年次 1年次   後期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
日本語能力試験Ｎ1レベルの文法を整理し、使えるようにする。主に「読む」「聞く」練習をする。 

 

【授業の目的】 
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける。 

 

【到達目標】 
「やや専門的な説明を聞いて、理解できる」、「論説文を読んで、理解できる」など。 

【準備学習(予習・復習)】 
語彙の読み方、意味を予習する。文法の練習問題を解く。 

 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 6 スピーチをする 

第 ３回 まとめ 1 + JLPT練習 1 

第 ４回 7 社内で話す 1 

第 ５回 7 社内で話す 2 

第 ６回 まとめ 2 + JLPT練習 2 

第 ７回 8 小説を読む 1 

第 ８回 8 小説を読む 2 

第 ９回 8 小説を読む 2－2 

第１１回 まとめ 3 + JLPT練習 3 

第１２回 9 講演を聞く 

第１３回 10 論説文を読む 1 

第１４回 10 論説文を読む 1－1 

第１５回 まとめ 4 + JLPT練習 4 

定期試験 

【教科書】 
TRY！日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語（各国語版）ASK 

 

【参考書】 
語彙リスト（各国語版） 

 

【成績評価基準】 
課題（宿題）30％、小テスト30％、期末試験40％ 

 

【メッセージ】 
 
 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 川崎 千枝見 

授業科目 日本語 Ⅱ（b） 

英  訳 Japanese Ⅱ（b） 

配当年次 1年次   後期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
日本語能力試験Ｎ2レベルの文法を整理し、使えるようにする。Ｎ1レベルも視野に入れ、主に「読む」「

聞く」練習をする。 
 

【授業の目的】 
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける。 

【到達目標】 
エッセーやインターネットの記事などを読んで、理解できる。ビジネス場面での簡単なあいさつや身近な話題につ

いての会話などを聞いて理解できる。 

【準備学習(予習・復習)】 
語彙の読み方、意味を予習する。文法の練習問題を解く。 

 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 8 ビジネス場面での会話 

第 ３回 9 友達同士の会話 1 

第 ４回 9 友達同士の会話 2 

第 ５回 まとめ 1 

第 ６回 10 エッセーを読む 1 

第 ７回 10 エッセーを読む 2 

第 ８回 11 記事を読む 

第 ９回 12 ビジネス場面の会話 1 

第１０回 12 ビジネス場面の会話 2 

第１１回 まとめ 2 

第１２回 13 ストーリーを読む 1 

第１３回 13 ストーリーを読む 2 

第１４回 14 社説を読む 

第１５回 まとめ 3 

定期試験 

【教科書】 
TRY！日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語（各国語版）ASK 

 

【参考書】 
語彙リスト（各国語版） 

 

【成績評価基準】 
課題（宿題）30％、小テスト30％、期末試験40％ 

 

【メッセージ】 
 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 川崎 千枝見 

授業科目 日本語 Ⅱ（c） 

英  訳 Japanese Ⅱ（c） 

配当年次 1年次   後期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
日本語能力試験Ｎ2レベルの文法を整理し、使えるようにする。主に「読む」「聞く」練習をする。 

 

【授業の目的】 
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける。 

 

【到達目標】 
エッセーやインターネットの記事などを読んで、理解できる。ビジネス場面での簡単なあいさつや身近な話題につ

いての会話などを聞いて理解できる。 

【準備学習(予習・復習)】 
語彙の読み方、意味を予習する。文法の練習問題を解く。 

 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 8 ビジネス場面での会話 

第 ３回 9 友達同士の会話 1 

第 ４回 9 友達同士の会話 2 

第 ５回 まとめ 1 

第 ６回 10 エッセーを読む 1 

第 ７回 10 エッセーを読む 2 

第 ８回 11 記事を読む 

第 ９回 12 ビジネス場面の会話 1 

第１０回 12 ビジネス場面の会話 2 

第１１回 まとめ 2 

第１２回 13 ストーリーを読む 1 

第１３回 13 ストーリーを読む 2 

第１４回 14 社説を読む 

第１５回 まとめ 3 

定期試験 

【教科書】 
TRY！日本語能力試験N２文法から伸ばす日本語（各国語版）ASK 

 

【参考書】 
語彙リスト（各国語版） 

 

【成績評価基準】 
課題（宿題）30％、小テスト30％、期末試験40％ 

 

【メッセージ】 
 
 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 川崎 千枝見 

授業科目 日本語 Ⅱ（d） 

英  訳 Japanese Ⅱ（d） 

配当年次 1年次   後期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 
日本語能力試験N2レベルの基本的な文法を整理し、使えるようにする。 主に「読む」「聞く」練習をす

る。 
 

【授業の目的】 
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける。 

 

【到達目標】 
エッセーやインターネットの記事などを読んで、理解できる。ビジネス場面での簡単なあいさつや身近な話題につ

いての会話などを聞いて理解できる。 

【準備学習(予習・復習)】 
語彙の読み方、意味を予習する。文法の練習問題を解く。 

 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 8 ビジネス場面での会話 

第 ３回 9 友達同士の会話 1 

第 ４回 9 友達同士の会話 2 

第 ５回 まとめ 1 

第 ６回 10 エッセーを読む 1 

第 ７回 10 エッセーを読む 2 

第 ８回 11 記事を読む 

第 ９回 12 ビジネス場面の会話 1 

第１０回 12 ビジネス場面の会話 2 

第１１回 まとめ 2 

第１２回 13 ストーリーを読む 1 

第１３回 13 ストーリーを読む 2 

第１４回 14 社説を読む 

第１５回 まとめ 3 

定期試験 

【教科書】 
TRY！日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語（各国語版）ASK 

 

【参考書】 
語彙リスト（各国語版） 

 

【成績評価基準】 
課題（宿題）30％、小テスト30％、期末試験40％ 

 

【メッセージ】 
 
 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 川﨑 千枝見、吉本 由美 

授業科目 日本事情 Ⅰ 

英  訳 Japanese studies Ⅰ 

配当年次 1年次   前期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 

・現代の日本社会について、情報を収集する「読む」「聞く」活動を行なう 

・自国や自身の文化との比較を通して、自身の考えを日本語で発信する「書く」「話す」活動を行なう 

【授業の目的】 

大学での学修・研究活動に必要な日本語表現、言語スキルの習得を目指す。特に、情報収集（読解活動、

アンケート活動）と情報発信（レジュメ作成、口頭発表）に関するスキル習得・上達を目指す。 

【到達目標】 
・ニュースやアンケートなどを通して日本社会についての知識を深める 
・適切な表現を使って、わかりやすい発表ができる 

【準備学習(予習・復習)】 
・授業時間内に課題が終わらない場合は、時間外に作業し、提出する 
 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 情報収集①-1 + ニュースを聞く 1 

第 ３回 情報収集①-2 

第 ４回 情報収集①-3 + ニュースを聞く 2 

第 ５回 情報まとめ①-1 

第 ６回 情報まとめ①-2 

第 ７回 発表準備① 

第 ８回 発表① 

第 ９回 情報収集②準備  

第１０回 情報収集②アンケート + ニュースを聞く 3 

第１１回 情報まとめ② 

第１２回 発表準備②-1 + ニュースを聞く 4 

第１３回 発表準備②-2 

第１４回 発表②前半 

第１５回 発表②後半 

【教科書】 
なし（資料配布） 

 

【参考書】 
授業中に紹介する 

 

【成績評価基準】 
課題提出（40%）、平常点(20%)、発表(40%)で評価する 

 

【メッセージ】 

・「発表」活動を通して、「伝える」技術を磨きます 
・自分で考えることが大切です。直接、聞いて、話して、自分の考えを深めましょう 

 



 

区  分 高城科目－基礎教育科目 担当教員 川﨑 千枝見、吉本 由美 

授業科目 日本事情 Ⅱ 

英  訳 Japanese studies Ⅱ 

配当年次 1年次   後期 必選別 留学生必修 単位数 2単位 

【授業の概要】 

・前期に続き、現代の日本社会について、情報を収集する「読む」「聞く」活動を行なう 

・自国や自身の文化との比較を通して、自身の考えを日本語で発信する「書く」「話す」活動を行なう 

【授業の目的】 

大学での学修・研究活動に必要な日本語表現、言語スキルの習得を目指す。特に、情報収集（読解活動、

インタビュー活動）と情報発信（レジュメ作成、口頭発表）に関するスキル習得・上達を目指す。 

【到達目標】 
・ニュースやインタビューなどを通して、日本社会についての知識を深める 
・適切な表現を使って、わかりやすい発表ができる 

【準備学習(予習・復習)】 
・授業時間内に課題が終わらない場合は、時間外に作業し、提出する 
 

【授業計画】 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 調査準備 1 + ニュースを聞く 1 

第 ３回 調査準備 2 + ニュースを聞く 2 

第 ４回 調査実施 

第 ５回 調査まとめ 1 + ニュースを聞く 3 

第 ６回 調査まとめ 2 + ニュースを聞く 4 

第 ７回 発表準備 

第 ８回 発表 1-前半 

第 ９回 発表 1-後半 

第１０回 発表まとめ + ニュースを聞く 5 

第１１回 追加調査準備 + ニュースを聞く 6 

第１２回 追加調査実施 + ニュースを聞く 7 

第１３回 調査まとめ + ニュースを聞く 8 

第１４回 発表準備 

第１５回 最終発表 

【教科書】 
なし（資料配布） 

 

【参考書】 
授業中に紹介する 

 

【成績評価基準】 
課題提出（40%）、平常点(20%)、発表(40%)で評価する  

 

【メッセージ】 

・「発表」活動を通して、「伝える」技術を磨きます 

・自分で考えることが大切です。直接、聞いて、話して、自分の考えを深めましょう 

 




