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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

リスニングⅠ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 三牧 史奈 ○   

教科書名 Power Up Your English with CNN News,Easy English Listening & Dictation 

出版社名 株）朝日出版社,株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 
本講座では、様々な国際的な場面において必要とされる英語のリスニング能力を伸ばすことを目標とする。テキストは CNN
のニュースを取り上げたものを使用し、世界事情における知識と実用的英語能力を身に付ける。また、授業後半ではディク

テーション活動を取り入れたテキストを用い、英語らしい発音や音の強弱に対応できる力を身に付ける。テキストは学生が

興味関心を抱きやすい身近な話題を集めたものであり、また学生が様々な知識や情報を取り入れやすい内容となっている。

ユニットごとに提示される語彙や文法事項に関する幅広い知識や、リスニング問題において頻繁に出題される英語表現や日

常会話表現の用法などにも注意を喚起し情報提供することもまた目指す。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確認、自己目標

設定） 
②Unit1CNN(医療・食品)  Dictation（書き取り）(Unit1 

Part1)Dictation Unit 1 part 1, 2 
③Unit1CNN(医療・食品)  Dictation（書き取り）(Unit1 

Part1)Dictation Unit 1 part 1, 2 
④Unit2CNN(医療) Dictation(Unit1 Part2)Dictation Unit 1 part 

3, 4 
⑤Unit2CNN(医療) Dictation(Unit1 Part2)Dictation Unit 1 part 

3, 4 
⑥Unit3CNN(環境) Dictation(Unit1 Part3)Dictation Unit 1 part 

5 
⑦Unit3CNN(環境) Dictation(Unit1 Part3)Dictation Unit 1 part 

5 
⑧Unit4CNN(医療・食品)Dictation(Unit1 Part4)Dictation Unit 

2 part 1, 2 
⑨Unit4CNN(医療・食品)Dictation(Unit1 Part4)Dictation Unit2 

part 1, 2 
⑩Unit5CNN(医療) Dictation(Unit1 Part5)Dictation Unit3 part 

1, 2 
⑪Unit5CNN(医療) Dictation(Unit1 Part5)Dictation Unit3 part 

1, 2 
⑫Unit6CNN(医療) Dictation(Unit2 Part1)Dictation Unit3 part 

1, 2 
⑬Unit6CNN(医療) Dictation(Unit2 Part1)Dictation Unit3 part 

1, 2 
⑭Unit6CNN(医療) Dictation(Unit2 Part1)Dictation Unit3 part 

1, 2 
⑮Unit7CNN(環境) Dictation(Unit2 Part2) Dictation Unit4 part 

1, 2 
⑯Unit7CNN(環境) Dictation(Unit2 Part2) Dictation Unit4 part 

1, 2 
⑰Unit7CNN(環境) Dictation(Unit2 Part2) Dictation Unit4 part 

1, 2 
⑱Review 復習 
⑲前期試験 

⑳ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確認、自己目標

設定）Unit8CNN(医療)Dictation(Unit3 Part1)Dictation 
Unit5 part 1, 2 

㉑Unit9CNN(健康)Dictation(Unit3 Part2)Dictation Unit6 part 
1, 2 

㉒Unit9CNN(健康)Dictation(Unit3 Part2)Dictation Unit 6 part 
1, 2 

㉓Unit10CNN(医療・食品)Dictation(Unit4 Part1)Dictation 
Unit7 part 1, 2, 3 

㉔Unit10CNN(医療・食品)Dictation(Unit4 Part1)Dictation 
Unit7 part 1, 2, 3 

㉕Unit11CNN(食品)Dictation (Unit4 Part2)Dictation Unit8 
part1, 2 

㉖Unit11CNN(食品)Dictation (Unit4 Part2)Dictation Unit8 
part1, 2 

㉗Unit12CNN(食品)Dictation(Unit5 Part1)Dictation Unit8 
part3, 4 

㉘Unit12CNN(食品)Dictation(Unit5 Part1)Dictation Unit8 
part3, 4 

㉘Unit13CNN(環境)Dictation(Unit5 Part2)Dictation Unit8 
part5, 6 

㉙Unit13CNN(環境)Dictation(Unit5 Part2)Dictation Unit8 
part5, 6 

㉚Unit14CNN(医療)Dictation(Unit6 Part1)Dictation Unit9 
part1, 2 

㉛Unit14CNN(医療)Dictation(Unit6 Part1)Dictation Unit9 
part1, 2 

㉜Unit15CNN(環境・食品)Dictation(Unit6 Part2)Dictation Unit 
10  

㉝Unit15CNN(環境・食品)Dictation(Unit6 Part2)Dictation Unit 
10  

㉞Unit15CNN(環境・食品)Dictation(Unit6 Part2)Dictation Unit 
10  

㉟Unit15CNN(環境・食品)Dictation(Unit6 Part2)Dictation Unit 
11 

㊱Unit15CNN(環境・食品)Dictation(Unit6 Part2)Dictation Unit 
11 

㊲Unit15CNN(環境・食品)Dictation(Unit6 Part2)Dictation Unit 
11 

㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ライティングⅠ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams ○   

教科書名 Grammar for Great Writing B 

出版社名 Cengage Learning 

科目概要と学習のねらい 
この本は生徒により長いパラグラフやエッセイを書くことを導入しながら多くの基本的文法や文章構造を

復習する。生徒は自らあるいはグループで書き方の能力を改善するために様々な活動で取り組む。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – Writing about the present（現在について書き

方） 

②Unit 1 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
③Unit 2 – Writing about the past（過去についての書き方） 
④Unit 2 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

⑤Unit 3 – Writing with present perfect（現在完了を使う書

き方） 
⑥Unit 3 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑦Unit 4 – Writing about the future（未来についての書き

方） 
⑧Unit 4 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑨Unit 5 – Writing with prepositions（前置詞を使う書き

方） 

⑩Unit 5 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑪Unit 6 – Using modals in sentences（分の中で助動詞を使

う） 
⑫Unit 6- Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

⑬Unit 7 – Using adjective clauses（形容詞節を使う） 
⑭Unit 7 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑮Unit 8 – Writing with adverb clauses（副詞節を使う書き

方） 

⑯Unit 8 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑰Unit 8 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
⑱Unit 8 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

⑲前期テスト 

⑳Unit 9 – Writing with articles（冠詞を使う書き方） 
㉑Unit 9 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

㉒Unit 10 – Writing simple and compound sentences（単

文・複文の書き方） 
㉓Unit 10 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

㉔Halloween Writing（ハロウィンについての書き方） 
㉕Unit 11 – Using parallel structure（並立構造を使う） 
㉖Unit 11 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㉗Unit 12 – Using passive voice（受動態を使う） 

㉘Unit 12 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㉙Unit 13 – Using gerunds and infinitives（動名詞・不定詞

を使う） 
㉚Christmas Writing（クリスマスについての書き方） 

㉛Unit 13 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㉜Unit 14 – Writing with noun clauses（名詞節を使う書き

方） 
㉝Unit 14 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

㉞Unit 15 – Using connectors for better writing（連結詞を

使ってよりよい書き方へ） 
㉟Unit 15 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㊱Unit 15 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 

㊲Unit 15 – Review & Unit Writing（復習・単元の書き方） 
㊳前期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

リーディング 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳 ○   

教科書名 AFP World Focus-Enviroment,Health,and Technology- 

出版社名 株）成美堂 

科目概要と学習のねらい 
AFP World Academic Archive (WAA) の映像ニュースで取りあげられた環境、健康、科学技術に関連した

様々な最新の話題に触れながら、初中級レベルの英語力を養成することを目的としています。Listening 
では、Key Word Study で語彙力を、Listening1/2 では全体像と細かな聞き取りの Dictation、

Comprehension Check では内容理解、Summary では映像で紹介されたニュースの要旨の確認をします。

Reading では、Vocabulary Check で基礎的な英単語の学習、Comprehension Questions では英文の内容

理解、Grammar Check では文法事項の確認と語順整序演習、また Collaborative Learning では協働学

習、課題解決の発表などを目指します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Lesson 1 . Global Warming and Climate Change 地球温暖

化と気候変動 

1. Listening リスニング 
1. Key Word Study 大事な単語の勉強 

②2. Listening Practice1 リスニング練習-First Viewing – 
③3. Listening Practice2 リスニング練習- Second Viewing – 

④4. Comprehension Check 理解度チェック 
⑤5. Summary まとめ 
⑥5. Summary まとめ 

⑦2. Reading リーディング 
1. Vocabulary Check 語彙チェック 

⑧1. Vocabulary Check 語彙チェック 
⑨2. Comprehension Questions 理解度質問 

⑩2. Comprehension Questions 理解度質問 
⑪3. Grammar Check 文法チェック 
⑫3. Grammar Check 文法チェック 
⑬3. Collaborative Learning 共同学習 

Lesson 2 . Diet and Health for Long Lives 長寿への食と健

康 
⑭Lesson 2 . Diet and Health for Long Lives 長寿への食と健

康 

⑮Lesson 3 . Self- Driving for the Future 未来への自己努力 
⑯Lesson 3 . Self- Driving for the Future 未来への自己努力 
⑰Lesson 4 . Sustaining Biodiversity and Protecting Species

生物多様性の維持と種の保存 
⑱Lesson 4 . Sustaining Biodiversity and Protecting Species

生物多様性の維持と種の保存 
⑲前期テスト 

 
 
 

⑳Lesson 5 . 3D Printers for Creating Body Parts 身体の一部

分を作るための３Ｄプリンター 

㉑Lesson 5 . 3D Printers for Creating Body Parts 身体の一部

分を作るための３Ｄプリンター 
㉒Lesson 6 . IT and EducationＩＴと教育 
㉓Lesson 6 . IT and EducationＩＴと教育 

㉔Lesson 7 .Protection from Natural Disasters 自然災害から

の保護 
㉕Lesson 7 .Protection from Natural Disasters 自然災害から

の保護 
㉖Lesson 8. Practical Uses of Drones ドローンの実際的使用 
㉗Lesson 8. Practical Uses of Drones ドローンの実際的使用 
㉘Lesson 9 . Garbage Problems ゴミ問題 

㉙Lesson 9 . Garbage Problems ゴミ問題 
㉚Lesson 10. Eating Disorders 摂食異常 
㉛Lesson 10. Eating Disorders 摂食異常 
㉜Lesson11.Virtual Reality for Therapy and Treatment 療法

と治療のための仮想現実 
㉝Lesson 12 . Ecotourism and Protection of the Natural 

Habitat エコトーリズムと自然生息地の保護 
㉞Lesson 12 . Ecotourism and Protection of the Natural 

Habitat エコトーリズムと自然生息地の保護 
㉟Lesson 13 . Health Check 健康診断 
㊱Lesson 14 . Saving Food Waste 食の浪費を救う 

㉗Lesson 15 . Climate Change, Drought, and Water Use 気

候変動、かんばつ、水利用 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

カンバセーションⅠ（1） Ａ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 William Kervin ○   

教科書名 Interchange (5/E) Level 1B Student's Book with Online Self-Study 

出版社名 Cambridge University Press 

科目概要と学習のねらい 
生徒は筋肉記憶訓練技術を使い 10 種類の基本的文法をマスターする。ｂe 動詞と他の動詞の区別が強調さ

れる。特別な力点は長短音や文法の強調型によってこれらの音の発音がいかに変化するかにおかれる。同

時に、少なくとも 300 の日常語のリストが授業や自宅で生徒がそれらを効率的に覚えるまで復習される。

その後、生徒はこれらの単語を英語のより高いレベルで効果的に話すために 10 の基本的自制を使ってこれ

らの単語を結びつける。アメリカの発音が説明されイギリスの発音と区別される。特別な関心は米英の違

いを明らかに示す‘Ｔ’、‘Ｒ’と‘Ｏ’の音に払われる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Intro’s, Asking for information, Vocabulary cards 情報を求める。

語彙カード 
②Explain difference between Accents and Schwa アクセントとシュ

ワの違いの説明 
③Muscle Memory Training- Other verbs 筋肉記憶訓練、他単語 
④Unit 2.  Talking about jobs 仕事について話す 
⑤Muscle Memory Training 筋肉記憶訓練-  Be verbＢｅ動詞 
⑥Unit 4.  Talking about likes and dislikes 好き嫌いについて話す 
⑦Invitations 招待-Refusing politely ていねいに断る 
⑧Crossword puzzles クロスワードパズル –vocabulary review 語彙

復習 
⑨Unit 6.  Taking about schedules and lifestyles スケジュールとラ

イフスタイルについて話す 
⑩How often do you ____? どれぐらいしばしばする？ Using ‘how’ 

effectively how を効果的に使って 
⑪Unit 7.  Talking about weekends 週末について話す 
⑫Past tense 過去形 -  Yes/No questions Yes/No 質問 
⑬Past tense 過去形-  Information questions 情報質問 
⑭Talking about vacations 休暇について話す 
⑮Unit 8 Describing Neighborhoods.隣人のことを述べる 
⑯Muscle Memory Training 筋肉記憶訓練- combining all grammars.
全ての文法を結びつける 

⑰Review of Grammar, Vocab and pronunciation points.文法・語

彙・発音の練習 
⑱Review of Grammar, Vocab and pronunciation points.文法・語

彙・発音の練習 
⑲前期テスト 

⑳Unit 9-  Describing people 人々のことを述べる 
Talking about family members, character, likes, appearance 家族、

性格、好き嫌いが意見について話す 
㉑Talking about family members, character, likes, appearance 家

族、性格、好き嫌いが意見について話す 
㉒Unit 10-  Recent experiences 最近の経験 
Life time experience 人生経験 - muscle memorize the grammar 

diffeneces 筋肉は文法の違いを記憶する 
㉓Life time experience 人生経験- muscle memorize the grammar 

diffeneces 筋肉は文法の違いを記憶する 
㉔Pg 68  Ex. 8  word power ワープロ 
Unit 12-  talk about recent sicknesses 最近の病気について話す 
㉕Combine sickness with experiences expanding on usage and 

meaning.用法や意味をひろげながら病気と体験を結びつける 
㉖Giving advice for illness 病気へのアドバイス 
㉗Talking about food 食について話す-  tastes and ingredients 味と

成分 
㉘So do I,  Neither do I-  reacting to statements 言葉への反応 
㉙Unit 14-  geography 地理 
Comparing countries-  er, est,国を比較する 
㉚Talking about other countries and travel 外国と旅について話す 
㉛Talking about other countries and travel 外国と旅について話す 
㉜How far, big, high etc.どのくらい遠い、大きい、高いなど -  

measurements 測定 
㉝How far, big, high etc.どのくらい遠い、大きい、高いなど -  

measurements 測定 
㉞Muscle Memory Training- combining all grammars.全ての文法を

結びつけて筋肉記憶練習 
㉟Muscle Memory Training- combining all grammars.全ての文法を

結びつけて筋肉記憶練習 
㊱Review of Grammar, Vocab and pronunciation points.文法、語

彙、発音の復習 
㊲Review of Grammar, Vocab and pronunciation points.文法、語

彙、発音の復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

カンバセーションⅠ（1） Ｂ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams ○   

教科書名 StartUp Level 2 Student Book with Mobile App 

出版社名 Pearson 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは生徒が中学、高校で学んだ英語の 4 技能（スピーキング、リスニング、リーディング、ライ

ティング）を復習し強化する。クラスは会話的設定で生徒の解釈を手助けすることに焦点をあてる。教科

書は生徒が自分の時間に勉強するために使うことができる練習やビデオのついたオンラインの補足があ

る。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – What do you do?あなたは何をしますか 
– Intro & Lesson 1 
②Unit 1 – Lessons 2 & 3 
③Unit 1 – Lessons 2 & 3 
④Unit 1 – Lessons 4 & 5 
⑤Unit 2 – Who’s that? あれは誰ですか– Intro & 
Lesson 1 
⑥Unit 2 – Who’s that? あれは誰ですか– Intro & 
Lesson 1 
⑦Unit 2 – Lessons 2 & 3 
⑧Unit 2 – Lessons 4 & 5 
⑨Unit 3 – What are you doing today?今日は何を

するのですか – Intro & Lesson 1 
⑩Unit 3 – Lessons 2 & 3 
⑪Unit 3 – Lessons 4 & 5 
⑫Unit 4 – Whose phone is this?これは誰の電話で

すか – Intro & Lesson 1 
⑬Unit 4 Lessons 2 & 3 
⑭Unit 4 – Lessons 4 & 5 
⑮Unit 5 – Any plans for the weekend? 週末のプ

ランは– Intro & Lesson 1 
⑯Unit 5 – Any plans for the weekend? 週末のプ

ランは– Intro & Lesson 1 
⑰Unit 5 – Lessons 2 & 3 
⑱Unit 5 – Lessons 4 & 5 
⑲前期テスト 

⑳Unit 6 – Are you OK?大丈夫ですか – Intro & 
Lesson 1 
㉑Unit 6 – Lessons 2 & 3 
㉒Unit 6 – Lessons 4 & 5 
㉓Unit 7 – How do I get there?どうやってそこへ行

くの？ – Intro & Lesson 1 
㉔Unit 7 – How do I get there?どうやってそこへ行

くの？ – Intro & Lesson 1 
㉕Unit 7 – Lessons 2 & 3 
㉖Unit 7 – Lessons 4 & 5 
㉗Unit 8 – How was your vacation? あなたの休日

はいかがでしたか– Intro & Lesson 1 
㉘Unit 8 – Lessons 2 & 3 
㉙Unit 8 – Lessons 4 & 5 
㉚Unit 9 – What’s for dinner? 夕飯はなんですか– 
Intro & Lesson 1 
㉛Unit 9 – Lessons 2 & 3 
㉜Unit 9 – Lessons 4 & 5 
㉝Unit 10 – Where are you going?どこに行くの？ 
– Intro & Lesson 1 
㉞Unit 10 – Lessons 2 & 3 
㉟Unit 10 – Lessons 4 & 5 
㊱Review 
㊲Review 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

カンバセーションⅠ（2） Ａ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams ○   

教科書名 StartUp Level 3 Student Book with Mobile App 

出版社名 Pearson 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは生徒が中学、高校で学んだ英語の 4 技能（スピーキング、リスニング、リーディング、ライ

ティング）を復習し強化する。クラスは会話的設定で生徒の解釈を手助けすることに焦点をあてる。教科

書は生徒が自分の時間に勉強するために使うことができる練習やビデオのついたオンラインの補足があ

る。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – What’s going on with you? どうしてい

るの？– Intro & Lesson 1 
②Unit 1 – Lessons 2 & 3 
③Unit 1 – Lessons 2 & 3 
④Unit 1 – Lessons 4 & 5 
⑤Unit 2 – What do you think?どう思う？ – Intro 

& Lesson 1 
⑥Unit 2 – What do you think?どう思う？ – Intro 

& Lesson 1 
⑦Unit 2 – Lessons 2 & 3 
⑧Unit 2 – Lessons 4 & 5 
⑨Unit 3 – How was your weekend?週末はどうだ

った？ – Intro & Lesson 1 
⑩Unit 3 – Lessons 2 & 3 
⑪Unit 3 – Lessons 4 & 5 
⑫Unit 4 – Would you like something to eat?何か

食べたいですか？ – Intro & Lesson 1 
⑬Unit 4 – Lessons 2 & 3 
⑭Unit 4 – Lessons 4 & 5 
⑮Unit 5 – When can we meet?どこかで会える？ – 

⑯Intro & Lesson 1 
⑰Unit 5 – Lessons 2 & 3 
⑱Unit 5 – Lessons 4 & 5 
⑲前期テスト 

⑳Unit 6 – How’s your lunch?ランチはどうだっ

た？ – Intro & Lesson 1 
㉑Unit 6- Lessons 2 & 3 
㉒Unit 6 – Lessons 4 & 5 
㉓Unit 7 – Where are you going?どこへ行くの？ – 

Intro & Lesson 1 
㉔Unit 7 – Lessons 2 & 3 
㉕Unit 7 – Lessons 2 & 3 
㉖Unit 7 – Lessons 4 & 5 
㉗Unit 8 – What are you doing tonight?今夜何する

の？ – Intro & Lesson 1 
㉘Unit 8 – Lessons 2 & 3 
㉙Unit 8 – Lessons 4 & 5 
㉚Unit 9 – Where do you want to meet? どこで会

いたい？– Intro & Lesson 1 
㉛Unit 9 – Where do you want to meet? どこで会

いたい？– Intro & Lesson 1 
㉜Unit 9 – Lessons 2 & 3 
㉝Unit 9 – Lessons 4 & 5 
㉞Unit 10 – How long did you work there? そこで

どれくらい長く働いたの？– Intro & Lesson 1 
㉟Unit 10 – How long did you work there? そこで

どれくらい長く働いたの？– Intro & Lesson 1 
㊱Unit 10 – Lessons 2 & 3 
㊲Unit 10 – Lessons 4 & 5 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

カンバセーションⅠ（2） Ｂ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Ann Northrop ○   

教科書名 New Headway Beginner (4/E) Student's Book iTutor Pack 

出版社名 Oxford University Press 

科目概要と学習のねらい 
このテキストは録音された英語の様々なアクセントに特別な注意を払いオフィスワーク関連の英語に焦点

を当てる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 - Introductions 導入 - am/are/is, my/your • 
This is... • how are you? Good morning!  

②What’s this in English? これは英語で何？ • 
Numbers 1–10 • Plurals 

③Unit 2 - Countries 国• he/she/they, his/her • where 
is he from?どこの出身ですか？ 

④Unit 2 - Countries 国• he/she/they, his/her • where 
is he from?どこの出身ですか？ 

⑤fantastic すばらしい/awful ひどい/beautiful •美しい 
Numbers 11-13 

⑥fantastic すばらしい/awful ひどい/beautiful •美しい 
Numbers 11-13 

⑦Unit 3 - Jobs 仕事• am/are/is • Negative’s 否定 and 
questions 質問 

⑧Unit 3 - Jobs 仕事• am/are/is • Negative’s 否定 and 
questions 質問 

⑨Personal information 個人情報 Social expressions 社

交表現 (1) 
⑩Unit 4 - our/their • possessive 所有• The family 
⑪has/have • The alphabet アルファベット 
⑫Unit 5 - Sports/food/drinks • Present Simple 単純現

在 – I/you/we/they  
⑬a/an Languages and nationalities 言語と国籍 
⑭Numbers and prices 数と価格 
⑮Unit 6 - The time • present simple 単純現在- he/she 

•always いつも/sometimes 時々/never 決してない 
⑯Words that to go together 一緒に使われる単語 • 

days of the week 週の日々 
⑰Unit 7 - Question words • me/him/us/them 
⑱this/that • Adjectives 形容詞• Can I…? 
⑲TEST 
 

⑳Unit 8 - Rooms and furniture 部屋と家具 • There 
is/are  

㉑Prepositions 前置詞 • Directions 方向 
㉒Unit 9 - Saying years 年の言い方• was/were born 

Past simple 単純過去- irregular verbs 不規則動詞 
㉓have/do/go • When’s your birthday?あなたの誕生日

はいつ 
㉔Unit 10 - Past simple 単純過去- regular 規則 and 

irregular 不規則 
㉕Unit 10 - Past simple 単純過去- regular 規則 and 

irregular 不規則 
㉖Questions and negatives 質問と否定•Sport and 

leisure スポーツとレジャー•Going sightseeing 観光に

行く 
㉗Unit 11 - can/can’t • Adverbs 副詞 
㉘Adjective plus nouns 形容詞+名詞• Everyday 

problems 日常問題 
㉙Adjective plus nouns 形容詞+名詞• Everyday 

problems 日常問題 
㉚Unit 12 - I’d like - some/any   
㉛In a restaurant レストランで • Signs all around 周

囲のサイン 
㉜Unit 13 - Colours and clothes 色と衣服• Present 

continuous 現在進行形 
㉝Unit 13 - Colours and clothes 色と衣服• Present 

continuous 現在進行形 
㉞Opposite verbs 反対動詞• What’s the matter?どうし

たの？ 
㉟Unit 14 - Future plans 将来の計画 • Grammar 

revision 文法修正 

㊱Vocabulary revision 語彙修正 • Social expressions 
社交的表現(2) 

㊲Test Practice テスト練習 
㊳TEST 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

発音クリニック 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams ○   

教科書名 Clear Speech Fourth edition Student's Book with Integrated Digital Learning 

出版社名 Cambridge University Press 

科目概要と学習のねらい 
このクラス多くの日本人の英語を話す人の特徴であるカタカナ英語アクセントを生徒がとりのぞくことを

手助けする。生徒は他の英語の授業や普段の会話で練習できる自然な英語発音を学ぶ。コースの最終に、

生徒はより自然な英語のアクセントで話すことができるはずである。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Listening Diagnostic Test 
②Start Unit 1 – Syllables 
③Finish Unit 1 
④Finish Unit 1 
⑤Start Unit 2 – Vowels and Vowel Rules 
⑥Finish Unit 2 
⑦Finish Unit 2 
⑧Start Unit 3 – Word Stress and Vowel Length 
⑨Finish Unit 3 
⑩Finish Unit 3 
⑪Start Unit 4 – Word Stress and Vowel Clarity 
⑫Finish Unit 4 
⑬Start Unit 5 – Word Stress Patterns 
⑭Finish Unit 5 
⑮Start Unit 6 – Sentence Focus: Emphasizing 

Content Words 
⑯Finish Unit 6 
⑰Start Unit 7 – Sentence Focus: De-emphasizing 

Structure Words 
⑱Finish Unit 7 
⑲Test 

⑳Start Unit 8 – Choosing the Focus Word 
㉑Finish Unit 8 
㉒Start Unit 9 – Emphasizing Structure Words 
㉓Finish Unit 9 
㉔Finish Unit 9 
㉕Start Unit 10 – Continuants and Stops: /s/ and 

/t/ 
㉖Finish Unit 10 
㉗Start Unit 11 – Continuants and Stops: /r/ and 

/d/, /l/ and /d/ 
㉘Finish Unit 11 
㉙Start Unit 12 – Voicing 
㉚Finish Unit 12 
㉛Start Unit 13 – Voicing and Syllable Length 

Aspiration 
㉜Finish Unit 13 
㉝Start Unit 14 – Sibilants 
㉞Finish Unit 14 
㉟Start Unit 15 – Thought Groups 
㊱Finish Unit 15 
㊲Review 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

仏語Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Ferrero Yves Pierre ○   

教科書名 Salut,tout facile!（やさしいサリュ改訂版） 

出版社名 駿河台出版社 

科目概要と学習のねらい 
フランス語を学びながら、フランス人や文化について楽しめる講座です。 
 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①レッスンの流れ、２年間フランス語のためにつかう

「カタカナ」 
②レッスン 1：あいさつ、自己紹介、名、職業、出身 
③レッスン 1：あいさつ、自己紹介、名、職業、出身 
④レッスン 1：あいさつ、自己紹介、名、職業、出身 
⑤「である」＝ être 動詞の現在形 
⑥レッスン 2：好み、冠詞、数字（1～10） 
⑦レッスン 2：好み、冠詞、数字（1～10） 
⑧レッスン 2：好み、冠詞、数字（1～10） 
⑨レッスン 3：家族年齢、所有形容詞 
⑩レッスン 3：家族年齢、所有形容詞、 
⑪「もつ」＝ avoir 動詞 
⑫「もつ」＝ avoir 動詞 
⑬復習：être、avoir の現在形 
⑭復習：être、avoir の現在形 
⑮復習：être、avoir の現在形 
⑯復習：レッスン 1・2・3(1/2) 
⑰復習：レッスン 1・2・3(1/2) 
⑱復習：レッスン 1・2・3(1/2) 
⑲TEST 

⑳レッスン 3：後半 
㉑レッスン 3：後半 
㉒レッスン 4：天気、近接未来、存在、必要、数字

（～20） 
㉓レッスン 4：天気、近接未来、存在、必要、数字

（～20） 
㉔レッスン 4：天気、近接未来、存在、必要、数字

（～20） 
㉕「行く」= aller 
㉖レッスン 5：時間、望み、数字（～99） 
㉗レッスン 5：時間、望み、数字（～99） 
㉘レッスン 5：時間、望み、数字（～99） 
㉙復習：être 、avoir 、aller 
㉚復習：être 、avoir 、aller 
㉛復習：数字（1～99）、レッスン 1～3 
㉜復習：数字（1～99）、レッスン 1～3 
㉝復習：数字（1～99）、レッスン 1～3 
㉞復習：レッスン 4・5 
㉟復習：レッスン 4・5 
㊱復習：レッスン 4・5 
㊲復習：レッスン 4・5 
㊳TEST 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

中国語Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 庄山 好子 ○   

教科書名 歌で覚える中国語 

出版社名 駿河台出版社 

科目概要と学習のねらい 
前期は発音と単語を中心に、文法はゆっくり、分かりやすく、授業 を展開していきます。単語の読み、意

味を説明しながら、用法まで、印象的に暗記させます。後期は、たくさんの問題を通して学習します。｢ナ

ゼ｣と「どして｣の形で、文法を学習します。決まり文句もあります。問題のこつをつかみ、解け方にも工

夫します。 
 さらに一年次の内容を深め会話力を身につけ、会話練習をたくさんします。正しい発音や単語の量も増

し、文法等の総合問題をこなして、検定に合格するようよう指導します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①第一課  あいさつ  

②第二課  自己紹介 
③第三課  買い物  

④第三課  買い物  

⑤第四課  換金 
⑥第四課  換金 
⑦第五課  タクシー・バスに乗る 
⑧第五課  タクシー・バスに乗る 
⑨第六課  電話をかける 
⑩第六課  電話をかける 
⑪第六課  電話をかける 
⑫第七課  食事をする 
⑬第七課  食事をする 
⑭第七課  食事をする 
⑮第八課  道を尋ねる 
⑯第八課  道を尋ねる 
⑰前期復習 
⑱前期復習 
⑲前期テスト 
 

⑳第九課  先生のお宅訪問  
㉑第十課  病院に行く 
㉒第十課  病院に行く 
㉓第十一課 旅行へ行く 
㉔第十一課 旅行へ行く 
㉕第十二課 ホテルに泊まる 
㉖第十二課 ホテルに泊まる 
㉗第十三課  トラブル 

㉘第十三課  トラブル 

㉙第十四課  空港・機内にて 
㉚第十四課  空港・機内にて 
㉛第十五課  手紙や荷物を送る 
㉜第十五課  手紙や荷物を送る 
㉝第十六課  友達を励ます 
㉞第十六課  友達を励ます 
㉟第十七課  中国で旧正月を過ごす 
㊱第十七課  中国で旧正月を過ごす 
㊲後期復習 
㊳後期テスト 
 

 



11 

科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

総合教養講座Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 父母 重喜   〇 

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 
一般教養、SPI 能力検査、適性検査等の問題演習をとおして、基礎教養や検査技能を磨き、就職試験に欠

かせない総合的な教養の向上を図る。また、就活に関するガイダンス、社会人教養講座、職業調べ学習等

も適宜実施し、職業観を育成しながら進路意識の高揚をはかる。ハローワークと連携し、進路面談等で進

路情報を共有し全員の進路実現を目指し、年間をとおして総合的な進路学習を行う。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①問題演習  SPI ① 適性① 一般教養①② 
②問題演習  SPI ② 適性② 一般教養③④ 
③問題演習  SPI ③ 適性③ 一般教養⑤⑥ 
④ハローワーク講話 
⑤問題演習  SPI ④ 適性④ 一般教養⑦⑧ 
⑥問題演習  SPI ④ 適性④ 一般教養⑦⑧ 
⑦問題演習  SPI ⑤ 適性⑤ 一般教養⑨⑩ 
⑧問題演習  SPI ⑤ 適性⑤ 一般教養⑨⑩ 
⑨問題演習  SPI ⑥ 適性⑥ 一般教養⑪⑫ 
⑩問題演習  SPI ⑥ 適性⑥ 一般教養⑪⑫ 
⑪社会人講座Ⅰ 
⑫問題演習  SPI ⑦ 適性⑦ 一般教養⑬⑭ 
⑬問題演習  SPI ⑧ 適性⑧ 一般教養⑮⑯ 
⑭問題演習  SPI ⑨ 適性⑨ 一般教養⑰⑱ 
⑮社会人講座Ⅱ・インターンシップ事前指導 
⑯問題演習  SPI ⑩ 適性⑩ 一般教養⑲⑳ 
⑰問題演習  SPI ⑪ 適性⑪ 一般教養㉑㉒ 
⑱問題演習  SPI ⑫ 適性⑫ 一般教養㉓㉔ 
⑲前期試験 

⑳問題演習  SPI ① 適性① 一般教養①② 
㉑問題演習  SPI ② 適性② 一般教養③④ 
㉒問題演習  SPI ③ 適性③ 一般教養⑤⑥ 
㉓問題演習  SPI ④ 適性④ 一般教養⑦⑧ 
㉔ハローワーク講話 
㉕問題演習  SPI ⑤ 適性⑤ 一般教養⑨⑩ 
㉖職業調べ学習Ⅰ 
㉗職業調べ学習Ⅰ 
㉘問題演習  SPI ⑥ 適性⑥ 一般教養⑪⑫ 
㊴職業調べ学習Ⅱ 
㉚職業調べ学習Ⅱ 
㉛職業調べ学習発表会 
㉜職業調べ学習発表会 
㉝問題演習  SPI ⑦ 適性⑦ 一般教養⑬⑭ 
㉞問題演習  SPI ⑧ 適性⑧ 一般教養⑮⑯ 
㉟問題演習  SPI ⑨ 適性⑨ 一般教養⑰⑱ 
㊱問題演習  SPI ⑩ 適性⑩ 一般教養⑲⑳ 
㊲問題演習  SPI ⑪ 適性⑪ 一般教養㉑㉒ 
㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

情報処理Ⅰ 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 恒松 宏美   〇 

教科書名 プリント 

出版社名 - 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、職業訓練校で社会人求職者を対象に主に Word、Excel の実技指導した経

験を活かして、基本から実践的レベルまで身に付く授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
前期は、Windows10 の基本的な使い方を学ぶ。 
日本情報処理検定のパソコンスピード（日本語・英文）や日本語ワープロ検定過去問題を解きながら、

Word2016 の機能をマスターする。 
後期は、日本情報処理検定の表計算を解きながら Excel2016 の機能をマスターする。 
年２回実施される日本情報処理検定対策も兼ねている。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ホームポジション練習 
②パソコンスピード検定（日本語）でタイピング練

習 
③パソコンスピード検定（英文）でタイピング練習 
④教室のネットワークを知る 
⑤Windows10 のスタートメニュー 
⑥ピン留め、エクスポローラーの名称 
⑦テンキー入力練習 
⑧ショートカットキー 
⑨Word2016 日本情報処理検定過去問題 
日本語ワープロ 2 級、ページ設定 

⑩日本語ワープロ 2 級、インデント設定 
⑪文字装飾 
⑫表作成、表装飾 
⑫表作成、表装飾 
⑭ヘッダーとフッター、印刷設定 
⑮日本語ワープロ 2 級過去問題練習 
⑯日本語ワープロ 2 級過去問題練習 

⑰日本語ワープロ 2 級過去問題練習 

⑱復習 

⑲前期テスト 
 

⑳Excel2016 日本情報処理検定過去問題 
表計算 4 級 
罫線 
文字配置 
表示形式の変更（小数点桁上げ・下げ、パーセー

ント、コンマ） 
四則演算子 
関数 

㉑表計算 4 級過去問題練習 
㉒表計算 3 級 
並べ替え 
連続データの入力 
相対参照 

㉓絶対参照 
ファンクションキー 
ヘッダーとフッター 

㉞表計算 3 級過去問題練習 
㉟表計算 2 級 
関数のネスト 
印刷設定 

㊱グラフ作成 
㊲復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

茶道 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 飽本 晴美   〇 

教科書名 - 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 
和風文化の様々な要素を含む茶の湯の稽古を通して、日本の伝統文化を総合的に学ぶ。 
 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①お菓子の食べ方、お茶の飲み方、出し方 

②お菓子の食べ方、お茶の飲み方、出し方 

③立ち居振る舞い 

 座り方、お辞儀の仕方 

④座り方、お辞儀の仕方 

⑤座り方、お辞儀の仕方 

⑥ふすまの開け方、閉め方、床の拝見、挨拶の仕方 

⑦ふすまの開け方、閉め方、床の拝見、挨拶の仕方 

⑧ふすまの開け方、閉め方、床の拝見、挨拶の仕方 

⑨割り稽古 

 帛紗さばき、棗の拭き方、茶杓の拭き方 

⑩帛紗さばき、棗の拭き方、茶杓の拭き方 

⑪帛紗さばき、棗の拭き方、茶杓の拭き方 

⑫茶巾のたたみ方、茶碗の拭き方、道具の仕込み方、

茶筅通し、お菓子の挨拶、小膝まわし 

⑬茶巾のたたみ方、茶碗の拭き方、道具の仕込み方、

茶筅通し、お菓子の挨拶、小膝まわし 

⑭通し稽古（湯なし） 

⑮通し稽古（湯なし） 

⑯通し稽古（湯あり） 

⑰通し稽古（湯あり） 

⑱講義 

⑲前期テスト 

⑳通し稽古（湯あり） 

㉑通し稽古（湯あり） 

㉒通し稽古（湯あり） 

㉓通し稽古（湯あり） 

㉔通し稽古（湯あり） 

㉕辛島祭発表会稽古 

㉖辛島祭発表会稽古 

㉗辛島祭発表会稽古 

㉘辛島祭発表会稽古 

㉙通し稽古（湯あり） 

㉚通し稽古（湯あり） 

㉛通し稽古（湯あり） 

㉜通し稽古（湯あり） 

㉝通し稽古（湯あり） 

㉞通し稽古（湯あり） 

㉟通し稽古（湯あり） 

㊱通し稽古（湯あり） 

㊲講義 

㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

華道 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 前田 光子   〇 

教科書名 草月のいけばな「１・２花型」 

出版社名 財団法人草月会 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、草月流師範として 15 年の豊富な指導経験を活かし、日本の伝統と学生の

個性を大切にした授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
日本文化の伝統的ないけばな学ぶ事により、創造の喜びと楽しみを発見し、生活を豊かに、個性を伸ばす

ことを目的とします。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ビデオにより いけ花の紹介 
②１－１ 基本立真型・盛花 
③１－１ 基本立真型・盛花 
④１－２ 基本立真型・盛花 
⑤１－３ 基本立真型・盛花（逆勝手） 
⑥１－３ 基本立真型・盛花（逆勝手） 
⑦自由に生けてみる 
⑧１－７ 基本傾真型・盛花 
⑨１－８ 基本傾真型・盛花 
⑩自由に生けてみる 
⑪１－１１ 第一応用立真型・盛花 
⑫１－１３ 第一応用傾真型・盛花 
⑬１－１３ 第一応用傾真型・盛花 
⑭自由に生けてみる 
⑮１－１６ 第二応用立真型・盛花 
⑯１－１６ 第二応用立真型・盛花 
⑰１－１８ 第二応用傾真型・盛花 
⑱１－１８ 第二応用傾真型・盛花 
⑲前期テスト 

⑳前期「１」の中から自由にいけてみる 
㉑前期「１」の中から自由にいけてみる 
㉒２－１ 第三応用立真型・盛花 
㉓２－１ 第三応用立真型・盛花 
㉔２－３ 第三応用傾真型・盛花 
㉕２－３ 第三応用傾真型・盛花 
㉖２－５ 第四応用立真型・盛花 
㉗２－５ 第四応用立真型・盛花 
㉘２－７ 第四応用傾真型・盛花 
㉙２－７ 第四応用傾真型・盛花 
㉚自由に生けてみる 
㉛自由に生けてみる 
㉜２－１１ 第五応用立真型・盛花 
㉝２－１１ 第五応用立真型・盛花 
㉞２－１４ 第六応用平真型・盛花 
㉟２－１４ 第六応用平真型・盛花 
㊱２－１６ 第七応用花型・浮き花・敷き花 
㊲２－１６ 第七応用花型・浮き花・敷き花 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ＴＯＥＩＣ対策Ⅰ 

前期 ２ 
4(76) 実務経験あり 

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 石川 貴美子  〇  

教科書名 
ESSENTIAL APPROACH FOR THE TOEIC® L&R TEST –Revised Edition– (前期使

用）,Key Strategies for Success on the TOEIC® L&R Test: Level 600 （後期使用）,A 
Shorter Course in Usage and Vocabulary （前後期使用）,プリント 

出版社名 株）成美堂,株）朝日出版社,株）南雲堂,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、通訳案内士としての経験があり、TOEIC 試験に出題される実用的な英語

の授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
前期は、TOEIC テスト形式に慣れるため、Part1 から Part７までの、問題形式をテーマごとに学習していく。

テーマごとの TOEIC によく出る単語を学習していく。Part５に対応できる文法知識を確認していく。補助教材

で文法問題を解いていく。後期では、600 点レベルの問題を、得点できるように練習量を増やし攻略法を身に着

けていく。前期・後期を通して Listening 力は、聞くだけでなく、英語のリズムで読める読み練習をするよう

に、指導していく。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

1・2 テキスト紹介。英語のリズム、抑揚についての聞き取

り練習 
3・4  Unit１ Arts&Amusement 名詞と代名詞 
5・6  Unit2 Lunch&Parties 形容し＆冠詞 
7・8  Unit3 Medicine&Health 医療と健康 副詞 

9・10 Unit4  Traffic&Travel 交通と旅行 比較 
11・12 Unit5 Ordering&Shipping 注文と輸送 動詞＆時制 
13・14 Unit6  Factories&Production 工場と製造 未来表現 

他 
15・16 Unit7 Research&Development 研究と開発 
17・18 Unit8 Computers&Technology コンピューターと

科学技術 

19・20 Unit9 Employment&Promotions 雇用と昇進 不定

詞&動名詞 
21・22 Unit10 Advertisements&Personnel 宣伝と人事 

分詞 

23・24 Unit11 Telephone & Messages 電話とメッセージ  

助動詞 
25・26 Unit12 Banking&Finance 銀行業務と備品 接続

詞 

27・28 Unit13 Office Work&Equipment オフィス業務と

備品 関係詞 
29・30 Unit14 Housing&Properties 住宅と不動産 前置

詞 
31・32 Unit15 Business&Management ビジネスと経営 

条件文 他 
33・34 前期学習内容の復習 

35・36 前期学習内容の復習 
37・38 前期テスト 

39・40 Listening 編 Part1 UnitL-1, UnitL-2 写真描写 

41・42 Part2 UnitL-3,4 疑問詞疑問文 
43・44 Part2 Unit-5,6 機能別疑問文  
45・46 Part3 会話問題:概要と基本戦略 UnitL-7,8   
47・48 Part3 申し出・以来・意図 Uni-L-9 

49・50 Part4 説明文問題:概要と基本戦略 Unit-L-10, 11 
51・52 Part4 会議・ニュース UnitL-12,13,14  
53・54 Part5 短文穴埋め問題:概要と基本戦略 

    UnitR-1,2,  受動態・時制  
55・56 Part5 UnitR-3,4   前置詞・接続詞  
57・58 Part5 UnitR-5,  代名詞・関係代名詞 
59・60 Part6 長文穴埋め問題 概要と基本戦略 Unit R-6 

61・62 Part6 時制 
63・64 Part7 読解問題 概要と基本戦略 UnitR-7,8,9 
65・66 Part7 UnittR-10,11,12 
67・68 UnitR-13  Review(Part5,6)復習 

69・70 UnitR-13  Review(Part5,6)復習 
71・72 UnitR-14  Review (Part7)復習 
73・74 UnitR-14  Review (Part7)復習 
75・76 後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ＴＯＥＩＣ対策Ⅱ 

前期 ２ 
4 (76)  

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 
（第 1 回～第 44 回）横田 秀昭 
（第 45 回～第 76 回）杉野 弘徳 

 〇  

教科書名 
（第 1 回～第 44 回）Ｌongman Preparation Series for the  TOEIC test 6/e Advanced 
SB with MP3 
（第 45 回～第 76 回）Taking the TOEIC 2 

出版社名 
（第 1 回～第 44 回）Pearson 
（第 45 回～第 76 回）Compass Publishing 

科目概要と学習のねらい 
（第 1 回～第 44 回）このクラスは生徒に TOEIC のリスニング及びリーディングのスコアを上げるためのスキル、戦略練習と自信を与え

る。このクラスを通じて生徒は英語能力を上達させることができる。 
（第 45 回～第 76 回）言葉（英語）はコミュニケーションの手段でありかつ国際ビジネスの道具である。ＴＯＥＩＣは国際コミュニケーシ

ョンのための英語能力テストであり、これからますますビジネス界で注目されていくだろう。本対策がこうした社会のニーズとなった英語

のスキルを高め、ＴＯＥＩＣの試験対策のために役立つことを願っている。因みに，企業内で海外派遣のためには７３０点以上のスコアー

が必要だし、昇進のための基準としてＴＯＥＩＣを取り入れている企業も少なくない。 
成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
①Reading prepositions リーディング前置詞 
②Listening リスニング 

③Reading coordinate conjunctions subordinate conjunctions リーディング、並

列接続詞、従属接続詞 
④Reading coordinate conjunctions subordinate conjunctions リーディング、並

列接続詞、従属接続詞 

⑤Transition words listening 
⑥Transition words listening 

⑦Reading  causative verbs  conditional verbs 使役動詞 条件動詞 

⑧Listening リスニング 
⑨Reading  verbs tense 動詞時制, two-word 連語 , word families 語族 

⑩Listening リスニング 

⑪Reading  similar words  strategy practice 似た単語 戦略練習 
⑫Listening リスニング 

⑬Reading adjective comparisons and superlatives 形容詞比較 最上級 

⑭Listening リスニング 
⑮Reading  gerund and infinitives  modals 動名詞と不定詞 法 

⑯Listening リスニング 

⑰Reading  language strategy  words in context 言語戦略 文脈中の単語 
⑱Listening リスニング 

⑲Reading  verbal adjectives pronouns  language strategy 形容詞 代名詞 

言語戦略 

⑳Reading  verbal adjectives pronouns  language strategy 形容詞 代名詞 

言語戦略 
㉑Listening リスニング 

㉒Reading strategy practice  comprehension  single passages１つの文を読み

複数の設問に答える 
㉓Listening リスニング 

㉔Reading comprehension 読解 

㉕Reading comprehension 読解 
㉖Listening リスニング 

㉗Listening リスニング 

㉘Reading comprehension  読解 
㉙Reading comprehension  読解 

㉚Listening リスニング 

㉛Reading comprehension 読解 
㉜Listening リスニング 

㉝Reading comprehension 読解 

㉞Listening リスニング 
㉟Reading comprehension  double passages２つの文を読み複数の設問に答え

る 

㊱Listening リスニング 
㊲Test 

㊳Test 

㊴Reading  strategy practice 戦略練習 
㊵Reading  strategy practice 戦略練習 

㊶Listening リスニング 

㊷Reading review リーディング復習 
㊸Reading review リーディング復習 

㊹Listening リスニング 

㊺Chapter 1  Listening Practice 
Listening Practice Part 1 Picture Description(p.16~) 
㊻Listening Practice Part 1 Picture Description(p.16~) 
㊼Chapter 2  Grammar Practice 

㊽㊾1.Part of Speech(p.72~) 
㊿・51 -7.Relative Clauses(p.108~) 
52 Listening Practice 
53 Part 2 Questions and Responses(p.38~) 
54 Part 2 Questions and Responses(p.38~) 
55 Review Test 1   
56 Review Test 1   
57・57・59 8.Conjunctions and Prepositions(p.118~) 
60・61・62 -14.Apposition,Emphasis, and Inversion(p.154~) 

63・64 Review Test 2 

65・66 Chapter3  Reading Practice Listening Practice 
67 Part 3 Short Conversations(p.42~) 
68・69 Reading Comprehension(p.166~) Listening Practice 
70 Part 4 Short Talks(p.56~) 
71・72 Chapter4  Practice Test Listening Test(p.218~231) 

73・74  Reading Test(p.231~257)  

75・76 Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ＴＯＥＦＬ対策 

前期 ２ 
4(76)  

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams  〇  

教科書名 Longman Preparation Course for the TOEFL Test: iBT Student Book with MyLab 

出版社名 Pearson 

このクラスは生徒が TOEFL を受けるために必要なスキルを教える。授業は４つのセクション（リーディ

ング、リスニング、スピーキング、ライティング）のそれぞれをカバーする。生徒は一緒にサンプル質問

にとり組みそれから進んで個々の答えを出すに至る。クラスの終了時には生徒はそれぞれのタイプの質問

にも慣れ、自信をもってそれらに答えることができるはずである。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Introductory Overview: Reading and Listening 
②Introductory Overview: Reading and Listening 
③Introductory Overview: Speaking and Writing 
④Introductory Overview: Speaking and Writing 
⑤Reading section p. 2-5 
⑥Cont. reading section 
⑦Cont. reading section 
⑧Cont. reading section 
⑨Listening section p. 142-145 
⑩Cont. listening section 
⑪ Cont. listening section 
⑫ Cont. listening section 
⑬Speaking section p. 216 – question types 1 & 2 
⑭Speaking section p. 216 – question types 1 & 2 
⑮Speaking section p. 216 – question types 1 & 2 
⑯Cont. speaking section – question types 1 & 2 
⑰Cont. speaking section – question types 1 & 2 
⑱Writing section p. 322 – independent writing 
⑲Writing section p. 322 – independent writing 
⑳Writing section p. 322 – independent writing 
㉑Cont. independent writing 
㉒Cont. independent writing 
㉓Cont. independent writing 
㉔Speaking section p. 218-219 – question types 5 & 6 
㉕Speaking section p. 218-219 – question types 5 & 6 
㉖Cont. speaking section – question types 5 & 6 
㉗Cont. speaking section – question types 5 & 6 
㉘Reading & Listening review 
㉙Reading & Listening review 
㉚Reading & Listening review 
㉛Speaking & Writing Review 
㉜Speaking & Writing Review 
㉝Speaking & Writing Review 
㉞Speaking Test 
㉟Reading section p. 15 & 16 
㊱Reading section p. 15 & 16 
㊲Reading section p. 17-18 
㊳Reading section p. 17-18 
 

㊴Return and review test 
㊵Listening section p. 152-153 
㊶Listening section p. 158-163 
㊷Speaking section p. 217-218 – question types 3 & 4 
㊸Speaking section p. 217-218 – question types 3 & 4 
㊹Cont. speaking section – question types 3 & 4 
㊺Cont. speaking section – question types 3 & 4 
㊻Cont. speaking section – question types 3 & 4 
㊼Writing section p. 321 – integrated writing 
㊽Writing section p. 321 – integrated writing 
㊾Cont. integrated writing 
㊿ Cont. integrated writing 
51 Cont. integrated writing 
52 Cont. integrated writing 
53 Cont. integrated writing 
54 Cont. integrated writing 
55 Review 

Reading review 
56 Reading review 
57 Reading review 
58 Reading review 
59 Listening review 
60 Listening review 
61 Listening review 
62 Listening review 
63 Speaking review 
64 Speaking review 
65 Speaking review 
66 Speaking review 
67 Speaking review 
68 Writing review 
69 Writing review 
70 Writing review 
71 Writing review 
72 Writing review 
73 Writing review 
74 Writing review 
75 Writing review 
76 Speaking Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

英検２級セミナー 

前期 ２ 
4(76)  

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 横田 秀昭  〇  

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは英検の全ての分野、すなわちボキャブラリー、イディオム、文法、読解、作文、そしてリス

ニングをカバーする。徹底的な練習を通じて生徒は英検（２級）に合格するに十分な能力を身につけるこ

とができる。特にボキャブラリー強化に力点がおかれる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
①Vocabulary,語彙  composition,作文  filling in blanks, 空所補充

comprehension,解釈 listening リスニング 
②  Vocabulary,語彙  composition,作文  filling in blanks,空所補充 
comprehension,解釈 listening リスニング 
③  Vocabulary,語彙  composition,作文  filling in blanks,空所補充 
comprehension, 解釈 listening リスニング 
④Comprehension, listening 
⑤Comprehension, listening 
⑥Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
⑦Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
⑧Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
⑨Filling in blanks, comprehension, listening 
⑩Filling in blanks, comprehension, listening 
⑪Filling in blanks, comprehension, listening 
⑫Comprehension, idioms,イディオム listening 
⑬Comprehension, idioms,イディオム listening 
⑭Comprehension, idioms,イディオム listening 
⑮Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
⑯Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
⑰Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
⑱Comprehension, idioms, listening 
⑲Comprehension, idioms, listening 
⑳Comprehension, idioms, listening 
㉑Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㉒Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㉓Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㉔Comprehension, idioms, listening 
㉕Comprehension, idioms, listening 
㉖Comprehension, idioms, listening 
㉗Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㉘Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㉙Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㉚Comprehension, idioms, listening 
㉛Comprehension, idioms, listening 
㉜Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㉝Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㉞Filling in blanks, idioms, listening 
㉟Comprehension, listening 
㊱Comprehension, listening 
㊲Test 
㊳Test 

㊴Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㊵Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㊶Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㊷Comprehension, idioms, listening 
㊸Comprehension, idioms, listening 
㊹Vocabulary, composition, listening 
㊺Vocabulary, composition, listening 
㊻Comprehension, idioms, listening 
㊼Comprehension, idioms, listening 
㊽Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㊾Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
㊿Vocabulary, composition, filling in blanks, listening 
51 Comprehension, listening 
52 Comprehension, listening 
53 Vocabulary, composition, listening 
54 Vocabulary, composition, listening 
55 Vocabulary, composition, listening 
56 Idioms, comprehension, listening 
57 Idioms, comprehension, listening 
58 Vocabulary, composition, listening 
59 Vocabulary, composition, listening 
60 Vocabulary, composition, listening 
61 Filling in blanks, idioms, listening 
62 Filling in blanks, idioms, listening 
63 Comprehension, idioms, listening 
64 Comprehension, idioms, listening 
65 Comprehension, idioms, listening 
66 Vocabulary, composition, listening 
67 Vocabulary, composition, listening 
68 Vocabulary, composition, listening 
69 Filling in blanks, listening 
70 Comprehension, idioms, listening 
71 Comprehension, idioms, listening 
72 Comprehension, idioms, listening 
73 Vocabulary, composition, listening 
74 Vocabulary, composition, listening 
75 Test 
76 Test 

 



19 

科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

英検準１級セミナー 

前期 ２ 
4(76)  

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳  〇  

教科書名 
英検準 1 級予想問題ドリル 新試験対応版,英検準 1 級 英検でる順パス単,英検準 1 級 

リスニング問題［改訂版］,プリント 

出版社名 旺文社,旺文社,旺文社,- 

科目概要と学習のねらい 
本セミナーは実用英語技能検定準１級試験合格のための対策講座である。授業では１次試験（筆記・リス

ニング）対策を主に指導するが、１次合格者には２次試験（面接）対策を実施する。英検既出・予想問題

を出題傾向に即して徹底学習し、合格に必要な「読む」、「書く」、「聞く」、「話す」の４つの領域の

英語力をまんべんなく伸ばすことを目的に、英検準１級合格を目指して力強くかつ熱心に、そして丁寧に

指導する。授業には十分な予習をして臨むことが肝要である。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
①英検予想問題集 
②英検予想問題集 
③英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
④英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
⑤英単語・熟語テスト 
⑥Writing の添削 
⑦Writing の添削 
⑧Writing の添削 
⑨英検予想問題集 
⑩英検予想問題集 
⑪英検予想問題集 
⑫英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
⑬英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
⑭英単語・熟語テスト 
⑮Writing の添削 
⑯Writing の添削 
⑰Writing の添削 
⑱英検予想問題集 
⑲英検予想問題集 
⑳令和１年度 第１回実問題 解答・解説 
㉑令和１年度 第１回実問題 解答・解説 
㉒英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
㉓英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
㉔英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
㉕英単語・熟語テスト 
㉖Writing の添削 
㉗Writing の添削 
㉘Writing の添削 
㉙英検予想問題集 
㉚英検予想問題集 
㉛英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
㉜英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
㉝英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
㉞英単語・熟語テスト 
㉟英単語・熟語テスト 
㊱英単語・熟語テスト 
㊲前期テスト 
㊳前期テスト 

㊴英検予想問題集 
㊵英検予想問題集 
㊶英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
㊷英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
㊸英単語・熟語テスト《実力》 
㊹Writing の添削 
㊺Writing の添削 
㊻Writing の添削 
㊼平成 28 年度 第 2 回実問題 解答・解説 
㊽平成 28 年度 第 2 回実問題 解答・解説 
㊾英検予想問題集 
㊿英検予想問題集 
51 英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
52 英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
53 英単語・熟語テスト《実力》 
54 英単語・熟語テスト《実力》 
55 Writing の添削 
56 Writing の添削 
57 Writing の添削 
58 英検予想問題集 
59 英検予想問題集 
60 英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
61 英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
62 英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
63 英単語・熟語テスト《実力》 
64 Writing の添削 
65 Writing の添削 
66 Writing の添削 
67 英検予想問題集 
68 英検予想問題集 
69 英検予想問題集 
70 英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
71 英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
72 英検準 1 級リスニング問題・英検でる順パス単 
73 英単語・熟語テスト《実力》 
74 英単語・熟語テスト《実力》 
75 後期テスト 
76 後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

DiscussionⅠ 

前期 ２ 
4(76)  

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams  〇  

教科書名 Taboo Talk 

出版社名 Cengage Learning 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは生徒に英語によるディスカッションを紹介することをねらっている。生徒は世界中で起きて

いる様々な話題や出来事について意思を述べるよう促される。教科書は生徒が快適ゾーンから無理やり抜

け出す意図を持ち討論できる話題を取り扱う。テキストは、生徒にいくつかの話題にとってより広い背景

と知識を与えるためにいくつかのドキュメンタリービデオが付いている。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – Conspiracy Theories 
② Unit 1 – Conspiracy Theories 
③Unit 2 – Do we need royals? 
④ Unit 2 – Do we need royals? 
⑤Unit 3 – Bad manners in public 
⑥ Unit 3 – Bad manners in public 
⑦Obesity discussion 
⑧Obesity discussion 
⑨Obesity discussion 
⑩“Super Size Me” documentary 
⑪“Super Size Me” documentary 
⑫Unit 4 – Cheating in relationships 
⑬Unit 4 – Cheating in relationships 
⑭Unit 5 – Bullying 
⑮Unit 5 – Bullying 
⑯Extended discussion on bullying 
⑰Extended discussion on bullying 
⑱Extended discussion on bullying 
⑲“Bowling for Columbine” documentary 
⑳“Bowling for Columbine” documentary 
㉑“Bowling for Columbine” documentary 
㉒Unit 6 – Illegal downloading 
㉓Unit 6 – Illegal downloading 
㉔Unit 7 – Pornography 
㉕Unit 7 – Pornography 
㉖Unit 8 – Gambling 
㉗Unit 8 – Gambling 
㉘Unit 8 – Gambling 
㉙Extended discussion on gambling 
㉚Extended discussion on gambling 
㉛Current events group assignment 
㉜Current events group assignment 
㉝Current events group assignment 
㉞Current events group presentations 
㉟Current events group presentations 
㊱Current events group presentations 
㊲Test 
㊳Test 

㊴Unit 9 – Alcohol 
㊵Unit 9 – Alcohol 
㊶Unit 10 – Illegal drugs 
㊷Unit 10 – Illegal drugs 
㊸Extended discussion on drugs – PEDs 
㊹Extended discussion on drugs – PEDs 
㊺Extended discussion on drugs – PEDs 
㊻“Bigger, Stronger, Faster” documentary 
㊼Unit 11 – Stalker 
㊽Unit 11 – Stalker 
㊾Unit 12 – Sexual harassment 
㊿Unit 12 – Sexual harassment 
51 Unit 12 – Sexual harassment 
52 Unit 13 – Smacking kids 
53 Unit 13 – Smacking kids 
54 Unit 13 – Smacking kids 
55 Extended discussion on corporal punishment 
56 Extended discussion on corporal punishment 
57Unit 14 – Death penalty 
58 Unit 14 – Death penalty 
59 Unit 14 – Death penalty 
60 Unit 15 – Gay 
61 Unit 15 – Gay 
62 Unit 16 – Religion 
63 Unit 16 – Religion 
64 Christmas Lesson 
65 Christmas Lesson 
66 Unit 17 – Racism 
67 Unit 17 – Racism 
68 Extended discussion on racism 
69 Extended discussion on racism 
70 Unit 18 – Death 
71 Unit 18 – Death 
72 Current events group assignment 
73 Current events group assignment 
74 Current events group presentations 
75 Test 
76 Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

Media English 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams  〇  

教科書名 CBS NewsBreak 4 

出版社名 株）成美堂 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは生徒のリスニング能力と翻訳能力を手助けするために本物のニュース記事を用いる。それぞ

れの単元は生徒に意思を述べ、その話題についてもっと深く考える機会を与える。教科書は生徒に異なる

英語のサンプルを紹介するために様々な他のメディアが補足されている。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Start Unit 1 – Japan 日本 : Unusual Rental 
Universe 異常なレンタル宇宙 

②Finish Unit 1 
③Start Unit 2 – Is Coffee the Secret to a Longer 

Life?コーヒーは長寿の秘密か？ 
④Finish Unit 2 
⑤Start Unit 3 – Lost in Translation 翻訳で失われ

るもの 
⑥Finish Unit 3 
⑦Start Unit 4 – Lack of Sleep Costs Americans 

Billions 睡眠不足はアメリカ人に巨額のコストと

なる 
⑧Finish Unit 4 
⑨Start Unit 5 – Your Smartphone is Making You 

a Slacker あなたのスマートフォンはあなたを回

避者にしている 
⑩ Start Unit 5 – Your Smartphone is Making You 

a Slacker あなたのスマートフォンはあなたを回

避者にしている 
⑪Finish Unit 5 
⑫Start Unit 6 – Do Happy People Live Long?幸せ

な人々は長生きするか？ 
⑬Finish Unit 6 
⑭Start Unit 7 – Selling Charity 販売慈善事業 
⑮ Start Unit 7 – Selling Charity 販売慈善事業 
⑯Finish Unit 7 
⑰Review for Test 
⑱Review for Test 
⑲Test 

⑳Start Unit 8 – The Power of Music 音楽の力 
㉑Finish Unit 8 
㉒Unit 9 – A Stitch in Time 早目のひと針 
㉓Finish Unit 9 
㉔Start Unit 10 – How Microfibers are Polluting 

Oceans いかにマイクロファイバーは海洋を汚染

しているか 
㉕Finish Unit 10 
㉖Start Unit 12 – The Joy of Cleaning 清掃の楽し

み 
㉗Finish Unit 12 
㉘Start Unit 13 – High Schooler’s App Tackles 

Bullying 高校生が考案したいじめをなくすアプリ 
㉙Finish Unit 13 
㉚Unit 11 – True Meaning of Christmas Found ク

リスマスの真の意味発見 
㉛ Start Unit 14 – Japan Battles Population 

Decline with Robots 日本はロボットで人気の下

落と戦う 
㉜ Start Unit 14 – Japan Battles Population 

Decline with Robots 日本はロボットで人気の下

落と戦う 
㉝Finish Unit 14 
㉞Unit 15 – Please Come In どうぞ入って来て 
㉟Review for Test  
㊱Review for Test 
㊲Review for Test 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

総合旅行業務取扱管理者試験対策Ⅰ 

前期 ２ 
2(38)  

後期  

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳  〇  

教科書名 
2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン,2019 科目別速習問題集（総合旅行）,国
内旅行地理検定問題集 2017～2018 年度版 (2 冊：問題編/解答・解説編）,海外旅行地理

検定問題集 2017～2018 年度版 (2 冊：問題編/解答・解説編） 

出版社名 ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所 

科目概要と学習のねらい 
10 月の総合旅行業務取扱管理者国家試験合格のための対策講座である。この対策講座では、試験科目、１、旅行業法および

これに其づく命令、２、旅行業約款その他関連約款、３、国内旅行実務（地理のみ）4,、海外旅行実務の基礎知識をマスタ

ーし、さらに豊富な問題演習を繰り返し行うことで合格に必要な実力を養成することが本講座のねらいである。 

Tourism Industry への就職を希望している人には強い武器になると思うし、そうでない人にとっても日本や海外のことが学

習を通じていろいろ学べること請け合いである。 
成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
①１、旅行業法及びこれに其つく命令 

②１、旅行業法及びこれに其つく命令 

③旅行管理者速習レッスン 

④旅行管理者速習レッスン 

⑤旅行管理者速習レッスン 

⑥科目別速習問題集 

⑦科目別速習問題集 

⑧科目別速習問題集 

⑨２、旅行業約款その他関連約款 

⑩２、旅行業約款その他関連約款 

⑪２、旅行業約款その他関連約款 

⑫標準旅行業約款 

⑬標準旅行業約款  

⑭標準旅行業約款 

⑮旅行管理者速習レッスン 

 ⑯科目別速習問題集 

⑰科目別速習問題集  

⑱国際航空約款 

⑲３、国内地理 

⑳３、国内地理 

㉑３、国内地理 

㉒４，海外旅行実務 

㉓４，海外旅行実務 

㉔国際航空運賃 

㉕国際航空運賃 

㉖ＯＡＧ 

㉗時差と飛行時間 

㉘時差と飛行時間 

㉙ホテル・クルーズ 

㉚海外旅行保険 

㉛旅行英語 

㉜旅行英語 

㉝海外観光資源 他 

㉞４，海外旅行実務 

㉟国際航空運賃他 

㊱国際航空運賃他 

㊲テスト 

㊳テスト 

本試験解答解説 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

総合旅行業務取扱管理者試験対策Ⅱ 

前期 ２ 
2(38)  

後期  

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 藤井 美和子  〇  

教科書名 
2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン ,2019 科目別速習問題集（総合旅

行）,2019 国内運賃・料金 

出版社名 自由国民社,ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所 

科目概要と学習のねらい 
旅行業務取扱管理者とは、旅行業界で活躍することのできる国家資格です。旅行業法では営業所ごとに１人以上の管理者を

選任することを義務づけています。有資格者は就職に有利なだけでなく独立開業も可能です。試験科目は、１・旅行業法 

２・旅行業約款 ３・国内旅行実務 ４・海外旅行実務の４科目。この授業では、国内実務のなかのＪＲ，国内航空、貸し

切りバス、フェリー、宿泊のそれぞれ運賃料金の算出法と実務知識の習得を目標とします。授業では試験対策として演習問

題を繰り返しやることにより、知識の定着を図ります。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
①科目概要説明と資格について 
②科目概要説明と資格について 
③ＪＲ運賃計算の原則 全国県名 
④ＪＲ運賃計算の原則 全国県名 
⑤ＪＲ運賃計算の原則  
⑥ＪＲ運賃計算の原則 
⑦ＪＲ運賃計算の特例 割引運賃 
⑧ＪＲ運賃計算の特例 割引運賃 
⑨ＪＲ料金計算の原則  
⑩ＪＲ料金計算の原則 
⑪ＪＲ乗り継ぎ割引料金 
⑫ＪＲ乗り継ぎ割引料金 
⑬ＪＲ料金特例、新幹線内乗継など  
⑭ＪＲ料金特例、新幹線内乗継など 
⑮乗車券類の取り扱い 変更、払い戻しなど  
⑯乗車券類の取り扱い 変更、払い戻しなど  
⑰ＪＲ団体乗車券の取り扱い 
⑱ＪＲ団体乗車券の取り扱い 
⑲国内航空運賃料金 
⑳国内航空運賃料金  
㉑国内航空運賃料金 
㉒貸し切りバス運賃料金 約款 
㉓貸し切りバス運賃料金 約款  
㉔貸し切りバス運賃料金 約款   
㉕フェリー運賃料金 約款 
㉖フェリー運賃料金 約款  
㉗宿泊料金 
㉘宿泊料金  
㉙宿泊料金 
㉚宿泊約款 航空約款 
㉛宿泊約款 航空約款 
㉜宿泊約款 航空約款 
㉝定期試験前の総復習  旅行に関するビデオ 
   ＊授業予定は変更する場合もあります。 
㉞定期試験前の総復習  旅行に関するビデオ 
   ＊授業予定は変更する場合もあります。 
㉟定期試験前の総復習  旅行に関するビデオ 
   ＊授業予定は変更する場合もあります。 
㊱定期試験前の総復習  旅行に関するビデオ 
   ＊授業予定は変更する場合もあります。 
㊲テスト 
㊳テスト 
本試験解答解説など 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

総合旅行業務取扱管理者試験対策Ⅲ 

前期 ２ 
2(38)  

後期  

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳  〇  

教科書名 
2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン,2019 科目別速習問題集（総合旅行）,国
内旅行地理検定問題集 2017～2018 年度版 (2 冊：問題編/解答・解説編）,海外旅行地理

検定問題集 2017～2018 年度版 (2 冊：問題編/解答・解説編） 

出版社名 ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所 

科目概要と学習のねらい 
10 月の総合旅行業務取扱管理者国家試験合格のための対策講座である。この対策講座では、試験科目、１、旅行業法および

これに其づく命令、２、旅行業約款その他関連約款、３、国内旅行実務（地理のみ）4,、海外旅行実務の基礎知識をマスタ

ーし、さらに豊富な問題演習を繰り返し行うことで合格に必要な実力を養成することが本講座のねらいである。 

Tourism Industry への就職を希望している人には強い武器になると思うし、そうでない人にとっても日本や海外のことが学

習を通じていろいろ学べること請け合いである。 
成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①１、旅行業法及びこれに其つく命令 
②１、旅行業法及びこれに其つく命令 
③旅行管理者速習レッスン    
④旅行管理者速習レッスン 
⑤科目別速習問題集 
⑥科目別速習問題集 
⑦２、旅行業約款その他関連約款 
⑧２、旅行業約款その他関連約款 
⑨２、旅行業約款その他関連約款 
⑩標準旅行業約款 
⑪標準旅行業約款 
⑫旅行管理者速習レッスン 
⑬旅行管理者速習レッスン 
⑭科目別速習問題集 
⑮科目別速習問題集 
⑯国際航空約款 
⑰国際航空約款 
⑱国際航空約款 
⑲４，海外旅行実務 
   国際航空運賃 
⑳国際航空運賃 
㉑国際航空運賃 
㉒ＯＡＧ 
㉓時差と飛行時間 
㉔ホテル・クルーズ 
㉕海外旅行保険 
㉖旅行英語 
㉗旅行英語 
㉘海外観光資源 他 
㉙海外観光資源 他 
㉚４，海外旅行実務 
㉛４，海外旅行実務 
㉜国際航空運賃 他 
㉝国際航空運賃 他 
㉞国際航空運賃 他 
㉟国際航空運賃 他 
㊱国際航空運賃 他 
㊲テスト 
㊳テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

American Literature 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams  〇  

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは主に翻訳の授業である。生徒は次週の授業のために物語の一部を翻訳する課題が毎週与えら

れる。授業での取組は英語での解釈についての質問から成っている。各物語の終わりに生徒はその物語に

ついての自分の考えや石を述べることが求められる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Start “Hearts and Hands”心臓と手 
② Start “Hearts and Hands”心臓と手 
③Cont. “Hearts and Hands” 
④Discussion “Hearts and Hands” 
⑤Start “Drive-In Movies”車に乗って見る映画 
⑥Discussion for “Drive-In Movies” 
⑦Start “There Will Come Soft Rains” 
⑧Cont. “There Will Come Soft Rains” 
⑨Cont. “There Will Come Soft Rains” 
⑩Cont. “There Will Come Soft Rains” 
⑪Discussion “There Will Come Soft Rains” 
⑫ Discussion “There Will Come Soft Rains” 
⑬Start “One Summer Night” 
⑭Discussion “One Summer Night” 
⑮Start “A Fable”寓話 
⑯Cont. “A Fable”  
⑰Discussion “A Fable” 
⑱Discussion “A Fable” 
⑲Test 

⑳Start “The Lottery”宝くじ 
㉑Cont. “The Lottery” 
㉒Cont. “The Lottery” 
㉓Cont. “The Lottery” 
㉔Discussion “The Lottery” 
㉕Discussion “The Lottery” 
㉖Start “Rope”ロープ 
㉗Cont. “Rope” 
㉘Cont. “Rope 
㉙Discussion “Rope” 
㉚Start “A Luckless Santa Claus”ついてないサン

タクロース 
㉛Cont. “A Luckless Santa Claus” 
㉜Discussion “A Luckless Santa Claus” 
㉝ Discussion “A Luckless Santa Claus” 
㉞Start “The Fun They Had”おもしろかったこと 
㉟Cont. “The Fun They Had” 
㊱Discussion “The Fun They Had” 
㊲Discussion “The Fun They Had” 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

Creative Writing 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams  〇  

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 
アカデミックなライティングと違い、創造的ライティングは生徒に想像力を使い言葉を使って絵を描く機

会を与える。この授業は生徒に語分類、直喩、隠喩の使い方や英文学の中の例から自分自身の物語を創造

するためのステップを教える。グループやクラス活動がある一方、これは沢山のことをすることが期待さ

れるライティングのクラスである。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

① Class activity ク ラ ス 活 動 – Color word 
association 色彩語連想 

②Writing sentences from color word association 
activity 色彩語連想活動から文を書く 

③ Writing sentences from color word association 
activity 色彩語連想活動から文を書く 

④Using a thesaurus 語分類を使う 
⑤Photo prompts 写真が思い出させるもの  – 

writing about places 場所について書く 
⑥Vocabulary group activity ボキャブラリーグルー

プ活動 
⑦Class activity クラス活動– chain writing 続けて

書く 
⑧ Class activity クラス活動– chain writing 続け

て書く 
⑨ Photo prompts 写真が思い出させるもの – 

writing about people 人々について書く 
⑩  Photo prompts 写真が思い出させるもの – 

writing about people 人々について書く 
⑪Story 物語り-telling group activity グループ活動 
⑫Brainstorming ブレインストーミング – rainy 

season stories 雨期物語 
⑬Planning 計画– rainy season stories 雨期物語 
⑭Rainy season stories  
⑮Rainy season stories 
⑯Summer Haiku 夏の俳句 
⑰Comic Strips 漫画 – adding dialogue 話を加える 
⑱Test Overview/Review 復習 
⑲Test 

⑳Setting the scene 場面設定 / mood of a story 物

語のムード 
㉑Halloween story writing ハローウィンについて

の物語を書く 
㉒ Halloween story writing ハローウィンについて

の物語を書く 
㉓Continue Halloween stories ハローウィンについ

て物語を続ける 
㉔Finish Halloween stories ハローウィンについて

の物語を仕上げる 
㉕Class activity クラス活動 – chain writing 続けて

書く 
㉖Mad Libs writing activity パーティゲームを書く

活動 
㉗Working with synonyms 同意異義語を使って書

く 
㉘Story-telling group activity 物語グループ活動 
㉙Christmas story writing クリスマス物語を書く 
㉚Christmas story writing クリスマス物語を書く 
㉛Continue Christmas stories クリスマス物語を続

ける 
㉜Finish Christmas stories クリスマス物語を仕上

げる 
㉝New Year English haiku 新年俳句 
㉞Winter-themed short stories 冬をテーマとする

短い物語 
㉟ Winter-themed short stories 冬をテーマとする

短い物語 
㊱Continue winter stories 冬をテーマとする物語を

続ける 
㊲Finish winter stories 冬をテーマとする物語を仕

上げる 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

基礎英語＆ベーシックグラマー 

前期 ２ 
4(76)  

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 三牧 史奈  〇  

教科書名 Vision Quest English Expression Ⅰ Advanced 

出版社名 新興出版社啓林館 

科目概要と学習のねらい 
本講座では、基礎的英文法、または基礎的語彙の理解と定着を目指す。更にそれらの知識を活用、応用しながら、理解を目指す学習から

「読む」、「書く」ための技能を身に付ける学習へと発展させることが本講座の目標となる。高等学校で学習する基礎的英語力を確実に定

着させた上で、日常生活に関連した身近な話題について英語で述べられたものを正確に理解し、また自由に表現する力を身に付けること

は、今日のグローバル化の浸透する社会での生活に必須の能力を獲得することへとつながる。本講座を受講する学生に課される日々の予習

と定期的な単語テストの実施は、英語の知識の定着をより促進させるだけでなく、自己目標達成への意欲をも高める。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
①ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確認、自己目標設定） 
②Lesson 1 My name is Tanaka Kaito. Nice to meet you. （紹介） 
③Lesson 1 My name is Tanaka Kaito. Nice to meet you. （紹介） 
④Lesson 1 My name is Tanaka Kaito. Nice to meet you. （紹介） 
⑤Lesson 1 My name is Tanaka Kaito. Nice to meet you. （紹介） 
⑥Lesson 2 How did you get interested in Japan? （興味・関心） 
⑦Lesson 2 How did you get interested in Japan? （興味・関心） 
⑧Lesson 2 How did you get interested in Japan? （興味・関心） 
⑨Lesson 2 How did you get interested in Japan? （興味・関心） 
⑩Lesson 3 I’m planning to go to Nagano this summer. （旅行） 
⑪Lesson 3 I’m planning to go to Nagano this summer. （旅行） 
⑫Lesson 3 I’m planning to go to Nagano this summer. （旅行） 
⑬Lesson 3 I’m planning to go to Nagano this summer. （旅行） 
⑭Lesson 4 Have you ever seen a live soccer game? （スポーツ） 
⑮Lesson 4 Have you ever seen a live soccer game? （スポーツ） 
⑯Lesson 4 Have you ever seen a live soccer game? （スポーツ） 
⑰Lesson 4 Have you ever seen a live soccer game? （スポーツ） 
⑱第 1 回単語テスト(Useful Words & Phrases [1]~[14]) 
⑲第 1 回単語テスト(Useful Words & Phrases [1]~[14]) 
⑳第 1 回単語テスト(Useful Words & Phrases [1]~[14]) 
㉑第 1 回単語テスト(Useful Words & Phrases [1]~[14]) 
㉒Lesson 5 Can you help me with this plate? （食事） 
㉓Lesson 5 Can you help me with this plate? （食事） 
㉔Lesson 5 Can you help me with this plate? （食事） 
㉕Lesson 5 Can you help me with this plate? （食事） 
㉖Lesson 6 The Sapporo Lilac Festival will be hold next week. （観

光） 
㉗Lesson 6 The Sapporo Lilac Festival will be hold next week. （観

光） 
㉘Lesson 6 The Sapporo Lilac Festival will be hold next week. （観

光） 
㉙Lesson 6 The Sapporo Lilac Festival will be hold next week. （観

光） 
㉚第 2 回単語テスト(Useful Words & Phrases [15]~[28]) 
㉛第 2 回単語テスト(Useful Words & Phrases [15]~[28]) 
㉜第 2 回単語テスト(Useful Words & Phrases [15]~[28]) 
㉝Review  
㉞Review 
㉟Review 
㊱Review 
㊲前期試験 
㊳前期試験 

㊴Lesson 7 Thank you for coming to my birthday party. （交際） 
㊵Lesson 7 Thank you for coming to my birthday party. （交際） 
㊶Lesson 7 Thank you for coming to my birthday party. （交際） 
㊷Lesson 7 Thank you for coming to my birthday party. （交際） 
㊸Lesson 7 Thank you for coming to my birthday party. （交際） 
㊹Lesson 8 How about going to a movie this afternoon? （娯楽） 
㊺Lesson 8 How about going to a movie this afternoon? （娯楽） 
㊻Lesson 8 How about going to a movie this afternoon? （娯楽） 
㊼Lesson 8 How about going to a movie this afternoon? （娯楽） 
㊽Lesson 8 How about going to a movie this afternoon? （娯楽） 
㊾Lesson 9 Rules are for everyone’s comfort and safety. （ルール） 
㊿Lesson 9 Rules are for everyone’s comfort and safety. （ルール） 
51 Lesson 9 Rules are for everyone’s comfort and safety. （ルール） 
52 Lesson 9 Rules are for everyone’s comfort and safety. （ルール） 
53 Lesson 9 Rules are for everyone’s comfort and safety. （ルール） 
54 Lesson 10 A must-have item for those who run shops. （文化） 
55 Lesson 10 A must-have item for those who run shops. （文化） 
56 Lesson 10 A must-have item for those who run shops. （文化） 
57 Lesson 10 A must-have item for those who run shops. （文化） 
58 Lesson 10 A must-have item for those who run shops. （文化） 
59 Lesson 11 I believe everything has a positive side. （社会問題） 
60 Lesson 11 I believe everything has a positive side. （社会問題） 
61 Lesson 11 I believe everything has a positive side. （社会問題） 
62 Lesson 11 I believe everything has a positive side. （社会問題） 
63 Lesson 11 I believe everything has a positive side. （社会問題） 
64 Lesson 12 I wish my father were more understanding. （悩み事） 
65 Lesson 12 I wish my father were more understanding. （悩み事） 
66 Lesson 12 I wish my father were more understanding. （悩み事） 
67 Lesson 12 I wish my father were more understanding. （悩み事） 
68 Lesson 12 I wish my father were more understanding. （悩み事） 
69 Lesson 12 I wish my father were more understanding. （悩み事） 
70 Review(これまでの学習内容に関連の深い発展的な問題を含む副教材

を使用することも予定) 
71 Review(これまでの学習内容に関連の深い発展的な問題を含む副教材

を使用することも予定) 
72 Review(これまでの学習内容に関連の深い発展的な問題を含む副教材

を使用することも予定) 
73 Review(これまでの学習内容に関連の深い発展的な問題を含む副教材

を使用することも予定) 
74Review(これまでの学習内容に関連の深い発展的な問題を含む副教材

を使用することも予定) 
75 後期試験 
76 後期試験 

 



28 

科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

保健体育 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 麦島 幸喜  〇  

教科書名 プリント等 

出版社名 保健指導お助けパワーポイントブック少年写真新聞社 

科目概要と学習のねらい 
健康の考え方、健康を保持・増進するためには何が必要か。生活習慣病とは？脳はどのような働きをするのか？

応急処置の理解。 
運動技術・運動技能とはなんだろうか。運動技能にどのような違いがあるのか、技能を高めるためには、どのよ

うな工夫が必要か。スポーツの楽しみ方を学ぶ。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①体力測定 
②現代社会の健康①健康の考え方と課題 

③現代社会の健康②健康水準と病気の傾向 
④運動やスポーツの学習①バランスボール・マット運動 
⑤運動やスポーツの学習②バランスボールを使って体幹トレ 
⑥運動やスポーツの学習③卓球 

⑦ 
⑧健康の増進と病気の予防①生活習慣病とはどのような病気

か 

⑨健康の増進と病気の予防②食事と健康 
⑩健康の増進と病気の予防③運動と健康 
⑪健康の増進と病気の予防④休養と睡眠 
⑫健康の増進と病気の予防⑤禁煙と飲食と健康 

⑬健康の増進と病気の予防⑥薬物乱用とその防止 
⑭運動やスポーツの学習④卓球 
⑮運動やスポーツの学習⑤卓球 
⑯運動やスポーツの学習⑤卓球 

⑰運動やスポーツの学習⑥ポートボール 
⑱保健試験 

⑲体力測定 
⑳運動やスポーツの学習⑦ポートボール 

㉑運動やスポーツの学習⑧ポートボール 
㉒運動やスポーツの学習⑨ポートボール 
㉓精神の健康①脳と神経の動き 
㉔精神と健康②欲求不満と適応機能 

㉕精神の健康③心身相関とストレス 
㉖応急手当①応急手当の理解 
㉗応急手当②心肺蘇生法の実践 消防署より来校 

㉘応急手当③日常的な応急手当 
㉙運動やスポーツの学習⑩ドッジボール 
㉚運動やスポーツの学習⑪ドッジボール 
㉛運動やスポーツの学習⑫ドッジボール 

㉜運動やスポーツの学習⑫ドッジボール 
㉝運動やスポーツの学習⑫ドッジボール 
㉞運動やスポーツの学習⑫ドッジボール 
㉟運動やスポーツの学習⑬持久走 

㊱運動やスポーツの学習⑬持久走 
㊲スポーツテスト 
㊳スポーツテスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

韓国語Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 田 峻哲  〇  

教科書名 韓国語初級[改訂版] 

出版社名 白帝社 

科目概要と学習のねらい 
初めての韓国語学習者を対象としたクラスです。韓国語の文字である「ハングル」の読み書きを覚えるこ

とから始めます。同時に日常的に頻繁に使われている挨拶表現や身の回りの語彙と語句等を並行して覚え

ていきます。ハングルの読み書きが確実に定着してきたら、基本的な文法項目を学習しながら、その文法

項目を活用して簡単な会話をたくさん練習していきます。授業は日本語と韓国語で行い、日韓両言語の類

似点と相違点等を比較しながら、できるだけ分かりやすくゆっくり進めていきます。そして、韓国の文化

や事情等にも少し触れながら楽しく進めていきます。前期はハングルの読み書きができること、自己紹介

と挨拶、簡単なフレーズ等ができることをその目標とします。後期は学習した文法項目を応用して、やさ

しい日常会話と簡単な作文等ができることをその目標とします。なお、授業計画はおおよそ以下のとおり

ですが、場合によって若干変わることもあります。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

 ①「ハングル」と自己紹介 
 ②基本母音字と「こんにちは」 
 ③基本子音字 1 と「ありがとうございます」 
 ④基本子音字 1 と「ありがとうございます」 
 ⑤基本子音字 2 と「すみません」 
 ⑥基本子音字 2 と「すみません」 
 ⑦基本子音字 3 と「さようなら」 
 ⑧基本子音字 3 と「さようなら」 
 ⑨平音・激音と「身体」の言葉 
 ⑩平音・激音・濃音 
 ⑪合成母音字と「家族」の言葉 
 ⑫終声子音字 
 ⑬連音と「国名」 
 ⑭かなのハングル表記法 
 ⑮挨拶と教室用語 
 ⑯第 14 課 「私は学生です」 
 ⑰助詞「は」と指定詞「である」 
  ⑱作文「自己紹介」 
 ⑲前期テスト  

 ⑳前期の復習 
 ㉑第 15 課 「あの方はだれですか」 
 ㉒助詞「が」と指定詞「ではない」 
 ㉓聞き取りと書き取りと作文の練習 
 ㉔聞き取りと書き取りと作文の練習 
 ㉕第 16 課 「これは何ですか」 
 ㉖指示代名詞「こ・そ・あ・ど」 
 ㉗助詞「の・も」と形式名詞「もの」 
 ㉘聞き取りと書き取りと作文の練習 
 ㉙第 17 課 「ここは何処ですか」  
 ㉚存在詞「ある」と「ない」  
 ㉛助詞「に・と」と位置関係表現  
 ㉜聞き取りと書き取りと作文の練習 
 ㉝第 18 課 「今日は何をしますか」 
 ㉞用言の活用「ハムニダ体」の作り方 
 ㉟用言の否定表現と助詞「を・へ・で」 
 ㊱発音の変化と助詞のまとめ 
 ㊲総合整理 
 ㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

スタートアップゼミ 

前期 １ 
1(19)  

後期  

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 横田 秀昭  〇  

教科書名 Vision Quest 高校英語入門 New Edition 

出版社名 新興出版社啓林館 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは文法的スキルに焦点をあて、英語の基本的な能力を向上させることをねらいとする。このク

ラスは高校で学ばれているはずの英文法のほぼ全ての範囲をカバーする。英文法の知識が不十分な生徒が

いるが、このクラスはそのような学生に助けとなる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Various kinds of sentence 
②Sentence pattern 
③ Sentence pattern 
④Tense present past 
⑤Tense progressive future 
⑥The present perfect 
⑦Auxiliary verb 
⑧Auxiliary verb 
⑨Passive   
⑩Infinitive 
⑪Infinitive 
⑫Gerund 
⑬Participle 
⑭Relative pronoun 
⑮Comparison 
⑯Conjunction/ preposition 
⑰Noun/ article/ pronoun 
⑱Interrogative pronoun 
⑲Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ＴＯＥＩＣ演習Ⅰ（Ａ） 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳  〇  

教科書名 TARGET TOEIC(Second Edition),プリント 

出版社名 Compass Publishing,- 

科目概要と学習のねらい 
言葉（英語）はコミュニケーションの手段でありかつ国際ビジネスの道具である。ＴＯＥＩＣは国際コミ

ュニケーションのための英語能力テストであり、これからますますビジネス界で注目されていくだろう。

本講座がこうした社会のニーズとなった英語のスキルを高め、ＴＯＥＩＣの試験対策のための講座として

役立つことを願っている。因みに，企業内で海外派遣のためには７３０点以上のスコアーが必要だし、昇

進のための基準としてＴＯＥＩＣを取り入れている企業も少なくない。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
Practice Test 1 
① Listening Test  Part1 
② Listening Test  Part2 
③ Listening Test  Part3  Part4 
④ Reading Test  Part 5 
⑤ Reading Test  Part 5 
⑥ Reading Test  Part6 
⑦ Reading Test  Part7 
Practice Test 2  
⑧ Listening Test  Part1 
⑨ Listening Test  Part2 
⑩ Listening Test  Part3  Part4 
⑪ Reading Test  Part 5 
⑫ Reading Test  Part 5 
⑬ Reading Test  Part6 
⑭ Reading Test  Part7 
⑮ Reading Test  Part7 
Practice Test 3  
⑯ Listening Test  Part1 
⑰ Listening Test  Part2 
⑱ Listening Test  Part3 Part4 
⑲Test 
     

Practice Test 3 
⑳ Reading Test  Part 5 
㉑ Reading Test  Part 5 
㉒ Reading Test  Part6 
㉓ Reading Test  Part7 
Practice Test 4  
㉔ Listening Test  Part1 
㉕ Listening Test  Part2 
㉖ Listening Test  Part3 Part4 
Practice Test 4  
㉗ Reading Test  Part 5 
㉘ Reading Test  Part 5 
㉙ Reading Test  Part6 
㉚ Reading Test  Part7 
Practice Test 5 
㉛ Listening Test  Part1 
㉜ Listening Test  Part2 
㉝ Listening Test  Part3 
㉞ Listening Test  Part4 
Practice Test 6 
㉟ Listening Test  Part1 
㊱ Listening Test  Part2 
㊲ Listening Test  Part3 Part4 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ＴＯＥＩＣ演習Ⅰ（Ｂ） 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 三牧 史奈  〇  

教科書名 
longman Preparation Series for the TOEIC test 5/e Introductory SB with MP3 Audio 
CD-ROM and iTests 

出版社名 Pearson 

科目概要と学習のねらい 
本講座では、TOEIC テストにおけるスコア向上のために求められるリスニング、リーディングのスキルを

獲得することを第一の目標とする。テキストは実際の TOEIC 試験と同じ形式に基づいて構成されてお

り、学生が授業を通して常に実践的な姿勢で問題に取り組むことができるようになっている。学生によっ

ては英語力に差が見られるので、ユニットごとに提示される語彙や文法事項に関する指導を適宜取り入れ

ることにより、基本的な知識、文法事項の再確認、定着と共に、TOEIC テストの実践的スキルを獲得する

ことができる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確認、自己目標設

定） 
Listening Part (Part 1 Strategy Practice)  

Reading Part (Part 5 Word Families) 
② Listening Part (Part 2 Identifying Time) 

Reading Part (Part 5 Similar Words) 
③ Listening Part (Part 2 Identifying People)  

Reading Part (Part 5 Pronouns) 
④ Listening Part (Part 2 Identifying an Opinion)  

Reading Part (Part 5 Preposition) 
⑤ Listening Part (Part 2 Identifying a Choice)  

Reading Part (Part 5 Coordinate Conjunctions) 
⑥ Listening Part (Part 2 Identifying a Suggestion)  

Reading Part (Part 5 Subordinate Conjunctions) 
⑦ Listening Part (Part 2 Identifying a Reason)  

Reading Part (Part 5 Verb Tenses) 
⑧ Listening Part (Part 2 Identifying a Location)  

Reading Part (Part 5 Strategy Practice) 
⑨ Listening Part (Part 3 Strategy Practice)  

Reading Part (Part 6 Words in Context) 
⑩ Listening Part (Part 3 Identifying Time)  

Reading Part (Part 6 Possessive Adjectives and 
Pronouns) 
⑪ Listening Part (Part 3 Identifying People) 

Reading Part (Part 6 Prepositions: Time) 
⑫ Listening Part (Part 3 Identifying Intent)  

Reading Part (Part 6 Verb Tense: Time Clauses) 
⑬ Listening Part (Part 3 Identifying the Topic)  

Reading Part (Part 6 Gerunds or Infinitives) 
⑭ Listening Part (Part 3 Identifying a Reason)  

Reading Part (Strategy Practice) 
⑮ Listening Part (Part 3 Identifying a Location)  

Reading Part (Part 7 Main Idea) 
⑯Review 
⑰ Review 
⑱ Review 
⑲前期試験 

⑳ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確認、自己目標

設定） 
㉑ Listening Part (Part 3 Identifying an Opinion)  

Reading Part (Part 7 Detail) 
㉒ Listening Part (Part 3 Identifying Stress and Tone)  

Reading Part (Part 7 Inference) 
㉓ Listening Part (Strategy Practice)  

Reading Part (Part 7 Vocabulary) 
㉔ Listening Part (Part 4 Identifying the Sequence)  

Reading Part (Part 7 Detail) 
㉕ Listening Part (Part 4 Identifying the Audience)  

Reading Part (Part 7 Advertisements) 
㉖ Listening Part (Part 4 Identifying a Location)  

Reading Part (Part 7 Business Correspondence) 
㉗ Listening Part (Part 4 Identifying the Topic)  

Reading Part (Part 7 Forms, Charts and Graphs) 
㉘ Listening Part (Part 4 Identifying a Request)  

Reading Part (Part 7 Articles and Reports) 
㉙ Listening Part (Strategy Practice) 

 Reading Part (Part 7 Announcements and 
Paragraphs) 
㉚ Listening Part (Listening Comprehension Review)  

Reading Part (Strategy Practice) 
㉛ Listening Part (Listening Comprehension Review)  

Reading Part (Reading Review) 
㉜ Listening Part (Listening Comprehension Review)  

Reading Part (Reading Review) 
㉝ Listening Part (Practice Test One)  

Reading Part (Practice Test One) 
㉞ Listening Part (Practice Test Two)  

Reading Part (Practice Test Two) 
㉟ Listening Part (Practice Test Three)  

Reading Part (Practice Test Three) 
㊱ Listening Part (Practice Test Four)  

Reading Part (Practice Test Four) 
㊲復習 
㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ニューズイングリッシュⅠ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳  〇  

教科書名 CNN Student News(5) 

出版社名 株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 
アメリカの学生向けニューズ番組 CNN Student News を聴いて、バラエティに富む様々なジャンルの話題

や問題を理解出来るようになることが目標です。Vocabulary Exercise で語彙を理解し、Topic Paragraph 
や Transcript Completion、Comprehension Questions を通して、リスニングや読解力も養います。DVD
や録音スピードの違う CD を使用してナチュラルスピードにもなれるようにしたいものです。ある程度の

予習が成果に繋がると信じますので実践してください。さらに、興味のある人は CNN ENGLISH 
EXPRESS をやってみたり、CNN NEWS に挑戦してみるのも一興かと思います。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

Unit 1  Sleep and Compliments 
① 1. Warm Up  2. Vocabulary  3. Vocabulary 
Exercise 
②4. Topic Paragraph 5. Memo 
③ 6. Transcript Completion  7. Comprehension 
Questions 8. Summary 
 

④Unit 2  Space Junk   
⑤ Unit 2  Space Junk 
⑥Unit 3  Teenagers and Digital Media 

Vocabulary / Idioms in the News No.1 ( Unit 
1~3 ) 

⑦ Unit 3  Teenagers and Digital Media 
Vocabulary / Idioms in the News No.1 ( Unit 1~3 ) 
⑧ Unit 3  Teenagers and Digital Media 
Vocabulary / Idioms in the News No.1 ( Unit 1~3 ) 
⑨Unit 4  A Town Under One Roof  
⑩ Unit 4  A Town Under One Roof 
⑪Unit 5  Stonehenge’s Deeper Mystery 
⑫ Unit 5  Stonehenge’s Deeper Mystery 
⑬ Unit 6  Helping Children in Nepal Get an 
Education 

 Vocabulary / Idioms in the News No.2 ( Unit 
4~6 ) 
⑭  Unit 6  Helping Children in Nepal Get an 
Education 
 Vocabulary / Idioms in the News No.2 ( Unit 4~6 ) 
⑮Unit 7  Saving Dogs 
⑯ Unit 7  Saving Dogs 
⑰Unit 8  Air Pollution in Asian Cities 
⑱ Unit 8  Air Pollution in Asian Cities 
⑲Test 

Unit 9  Meet the Millennials 
⑳1. Warm Up 2. Vocabulary 3. Vocabulary 
Exercise 
㉑4. Topic Paragraph 5. Memo 
㉒6. Transcript Completion 7. Comprehension 
Questions 8. Summary 
 
㉓Vocabulary / Idioms in the News No.3 ( Unit 

7~9 ) 
㉔Unit 10  The Price of Oil 
㉕ Unit 10  The Price of Oil 
㉖Unit 11  Police in Schools 
㉗ Unit 11  Police in Schools 
㉘Unit 12  River Surfing 
㉙ Unit 12  River Surfing 
㉚ Vocabulary / Idioms in the News No.4 ( Unit 
10~12 ) 
㉛Unit 13  Hip Hop Therapy 
㉜ Unit 13  Hip Hop Therapy 
㉝Unit 14  Venture Capital 
㉞ Unit 14  Venture Capital 
㉟Unit 15  Women’s Rights in Saudi Arabia 
㊱ Unit 15  Women’s Rights in Saudi Arabia 
㊲Vocabulary / Idioms in the News No.5 ( Unit 
13~15 ) 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

カンバセーションⅠ（3） C 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Herbert G. Aspevig  〇  

教科書名 Smart Choice (3/E) Level 1 Student Book with Online Practice 

出版社名 Oxford University Press 

科目概要と学習のねらい 
この初歩の英会話コースは１年生に日常話されている英語の中で使われている簡単な形を練習する機会を

与える。生徒はしばしばペアワークや小グループでとり組み、様々なロールプレイ活動に参加する。いく

つかのリーディング、ライティングやリスニングの練習は活発な会話練習をサポートする。このクラスの

目標は、他の文化圏から新しく来る人に会うとき、そして英語環境の中で日常の状況を通り抜けるときに

英語を使うことに基本的な能力と自信を与えることである。この授業はオックスフォード大学出版のテキ

スト、smart choice Ⅰのシラバスに全般的に従っている。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Introductions and course outline and requirements 
Introduce yourself.   Present simple form of “be” 
② Sharing personal information in a casual interview 
format. 
③Talking about jobs and work.  Adjectives for describing 
jobs. 
④Expressing likes and dislikes esp. for food.  Simple 
present. 
⑤Favorite foods and food and drink in other cultures. 

⑥Comprehensive review of units 1-3.   
⑦ Comprehensive review of units 1-3. 
⑧ Comprehensive review of units 1-3. 
⑨Habits and routines.  Adverbs of frequency and time 
expressions. 
⑩Sports, exercise, and staying healthy in the city.   
⑪Describing present activities.  Present continuous.  
⑫Talking on the telephone.  Good phone manners.  

⑬ Discussing recent activities.  Past of “be” and 
preposition collocations. 
⑭ Discussing recent activities.  Past of “be” and 
preposition collocations. 
⑮“What’s new?”  Regular and irregular simple past verbs. 
⑯Comprehensive review of units 4-6 and Speaking test 
preparation. 
⑰ Comprehensive review of units 4-6 and Speaking test 
preparation. 
⑱ Comprehensive review of units 4-6 and Speaking test 
preparation. 
⑲Oral Examination.   

⑳ Review exams.  Discuss recent activities in small 
groups.   
㉑ Making comparisons.  Comparative adjectives for 
clothes & fashion. 
㉒Fashion, clothes and shopping.  Role play for shopping. 
㉓Describing people’s appearance and personality. 
㉔ Describing cities and towns.  Asking about local 
attractions. 
㉕Describing Kumamoto, Kyushu and Japan to foreigners. 
Investigating new places.  Asking for and giving 
assistance. 
㉖Discussing vacations past and future.  Dream vacations.  
㉗Discussing vacations past and future.  Dream vacations. 

㉘Discussing vacations past and future.  Dream vacations. 
㉙Future plans.  Future with “going to”. 
㉚Planning to go abroad.  First conditional. 
㉛Role play.  Sharing information about your country and 
city. 
㉜  Role play.  Sharing information about your country 
and city. 
㉝  Role play.  Sharing information about your country 
and city. 
㉞Discuss recent activities and plans for the near future.  
Small Groups. 
㉟Discuss recent activities and plans for the near future.  
Small Groups. 
㊱Practice for Speaking test. Small group role play. 
㊲ Practice for Speaking test. Small group role play. 
㊳Oral Examination. 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

カンバセーションⅠ（3） D 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams  〇  

教科書名 Coffee Shop Discussions 

出版社名 株）南雲堂 

科目概要と学習のねらい 
基本的な会話のクラスと違って、このクラスは生徒にある話題を提供し、より深く、より完全な考えを与

える方法を教える。生徒はふつうのディベート場面で自分の意思を述べそれをサポートする方法を学ぶ。

これはネイティブスピーカーと話題を論じ合う時に特に役立ち、生徒が留学を計画するとき助けとなる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – Welcome to Coffee Shop Discussions! 
②Start Unit 2 – Western-style Hotel vs Japanese 
Inn – Part 1 
③ Start Unit 2 – Western-style Hotel vs Japanese 
Inn – Part 1 
④Finish Unit 2 
⑤Start Unit 3 – Western-style Hotel vs Japanese 
Inn – Part 2 
⑥ Start Unit 3 – Western-style Hotel vs Japanese 
Inn – Part 2 
⑦Finish Unit 3 
⑧Start Unit 4 – e-Learning – Part 1 
⑨ Start Unit 4 – e-Learning – Part 1 
⑩Finish Unit 4 
⑪Start Unit 5 – e-Learning – Part 2 
⑫Finish Unit 5 
⑬Start Unit 6 – Clubs and Circles – Part 1 
⑭Finish Unit 6 
⑮Start Unit 7 – Clubs and Circles – Part 2 
⑯Finish Unit 7 
⑰Review 
⑱Review 
⑲Test 

⑳Start Unit 8 – Social Networking – Part 1 
㉑Finish Unit 8 
㉒Start Unit 9 – Social Networking – Part 2 
㉓Finish Unit 9 
㉔Start Unit 10 – Big City vs Small Town – Part 1 
㉕Finish Unit 10 
㉖Unit 11 – Big City vs Small Town – Part 2 
㉗Start Unit 12 – Online Shopping – Part 1 
㉘Finish Unit 12 
㉙Start Unit 13 – Online Shopping – Part 2 
㉚Finish Unit 13 
㉛Start Unit 14 – Students Working Part-Time – 
Part 1 
㉜ Start Unit 14 – Students Working Part-Time – 
Part 1 
㉝Finish Unit 14 
㉞Start Unit 15 – Students Working Part-Time – 
Part 2 
㉟ Start Unit 15 – Students Working Part-Time – 
Part 2 
㊱ Start Unit 15 – Students Working Part-Time – 
Part 2 
㊲Finish Unit 15 
㊳ Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

基礎英語 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳  〇  

教科書名 英語頻出問題総演習 ［最新六訂版] 

出版社名 桐原書店 

科目概要と学習のねらい 
高校英語の総復習と大学３年次編入試験対策のための基礎力養成を目的とする。重要構文、重要イディオ

ム、文法・語法、口語表現、語彙、発音・アクセントを学び英語の基礎を固める。繰り返し学習すること

で理解度を高め、基礎力の飛躍的な向上を目指す。この基礎力アップが応用力をつける最短の道であるか

ら徹底的に我慢強く頑張り通してもらいたい。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①第１章 重要構文の問題（ｐ２～１０５） 
②第１章 重要構文の問題（ｐ２～１０５） 
③第１章 重要構文の問題（ｐ２～１０５） 
④第１章 重要構文の問題（ｐ２～１０５） 
⑤第１章 重要構文の問題（ｐ２～１０５） 
⑥習熟度テスト① 
⑦習熟度テスト② 
⑧第２章 重要イディオムの問題（ｐ１０６～１６

９） 
⑨第２章 重要イディオムの問題（ｐ１０６～１６

９） 
⑩第２章 重要イディオムの問題（ｐ１０６～１６

９） 
⑪習熟度テスト① 
⑫習熟度テスト② 
⑬第３章 文法・語法の問題（ｐ１７０～２３１） 
⑭第３章 文法・語法の問題（ｐ１７０～２３１） 
⑮第３章 文法・語法の問題（ｐ１７０～２３１） 
⑯第３章 文法・語法の問題（ｐ１７０～２３１） 
⑰習熟度テスト① 
⑱習熟度テスト② 
⑲前期テスト 

⑳第４章 口語表現の問題（ｐ２３２～２５１） 
㉑第４章 口語表現の問題（ｐ２３２～２５１） 
㉒第４章 口語表現の問題（ｐ２３２～２５１） 
㉓習熟度テスト① 
㉔習熟度テスト② 
㉕第５章 語彙の問題（ｐ２５２～２８１） 
㉖第５章 語彙の問題（ｐ２５２～２８１） 
㉗第５章 語彙の問題（ｐ２５２～２８１） 
㉘第５章 語彙の問題（ｐ２５２～２８１） 
㉙第５章 語彙の問題（ｐ２５２～２８１） 
㉚習熟度テスト① 
㉛習熟度テスト② 
㉜第６章 発音・アクセントの問題（ｐ２８２～３

０９） 
㉝第６章 発音・アクセントの問題（ｐ２８２～３

０９） 
㉞第６章 発音・アクセントの問題（ｐ２８２～３

０９） 
㉟第６章 発音・アクセントの問題（ｐ２８２～３

０９） 
㊱習熟度テスト① 
㊲習熟度テスト② 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

異文化コミュニケーション 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams  〇  

教科書名 Identity 

出版社名 Oxford University Press 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは生徒に日本と外国の文化の違いについて教える。生徒は、様々な状況の中でどのように対応

するかについて、それから外国人がどのように違った反応を示すかについて話をする。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Class introduction / start Unit 1 – Identity 
② Class introduction / start Unit 1 – Identity 
③Finish Unit 1 
④Start Unit 2 – Values 
⑤Finish Unit 2 
⑥Start Unit 3 – Culture Shock 
⑦Finish Unit 3 
⑧Review 
⑨Review 
⑩Start Unit 4 – Culture in Language 
⑪Finish Unit 4 
⑫Start Unit 5 – Body Language and Customs 
⑬Finish Unit 5 
⑭Start Unit 6 – Individualism 
⑮ Start Unit 6 – Individualism 
⑯Finish Unit 6 
⑰Finish Unit 6 
⑱Review 
⑲Speaking Test 

⑳Start Unit 7 – Politeness 
㉑Finish Unit 7 
㉒Start Unit 8 – Communication Styles 
㉓ Start Unit 8 – Communication Styles 
㉔Finish Unit 8 
㉕Start Unit 9 – Gender and Culture 
㉖ Start Unit 9 – Gender and Culture 
㉗Finish Unit 9 
㉘Start Unit 10 – Diversity 
㉙ Start Unit 10 – Diversity 
㉚Finish Unit 10 
㉛Start Unit 11 – Social Change 
㉜ Start Unit 11 – Social Change 
㉝Finish Unit 11 
㉞Start Unit 12 – Global Community 
㉟ Start Unit 12 – Global Community 
㊱ Start Unit 12 – Global Community 
㊲ Finish Unit 12 
㊳Speaking Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

PRACTICAL BASIC Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 三牧 史奈  〇  

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 
本講座は、正しい英語を使って自分の意見について書き、話すための力を養成することを目的とする。英

語学習の最終目標は、実践的な場面において適切に英語を使用することができるようになることである。

そのためには、様々な日常生活において自分自身の考えと向き合い、さらにその考えを即時的にふさわし

い英語表現に転換してゆかねばならない。したがって、授業では日常で直面する様々な場面を想定した教

材を使用し、学生が独自の考えを持つ機会を提供する。また、それらの考えをできる限り適切な英語を用

いて表現する力を培うために、基本的英語表現の理解と実践的表現力を高める機会を提供する。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確認、自己目標設

定） 
②・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
③・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
④ ・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行す

るなら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑤・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑥・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑦・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑧・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑨・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑩・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑪・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑫・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑬・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑭・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑮・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑯・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑰・英語で日記を描く（「うだるように暑い日」、「もしも旅行する

なら」）・4 コマ漫画を用いてセリフを英語で考える・絵本翻訳 
⑱Review 
⑲前期試験 

 

⑳ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確認、自己目標設

定） 
㉑・絵本翻訳 
㉒・絵本翻訳 
㉓・絵本翻訳 
㉔・絵本翻訳 
㉕・絵本翻訳 
㉖・絵本翻訳 
㉗・絵本翻訳 
㉘・絵本翻訳 
㉙・絵本翻訳 
㉚・絵本翻訳 
㉛・絵本翻訳 
㉜・絵本翻訳 
㉝・絵本翻訳 
㉞・絵本翻訳 
㉟・絵本翻訳 
㊱・絵本翻訳 
㊲Review 
㊳前期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

PRACTICAL ADVANCE Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams  〇  

教科書名 English for Everyone: English Idioms,プリント 

出版社名 DK,- 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは他のクラスに容易に適合しないかもしれない実用的言語スキルを生徒に教えることを意図し

ている。生徒はありふれたイディオム、連語や句について学ぶ。生徒は様々な人気のあるメディアを聞い

たり見たりする機会がある。とりわけ、生徒は学ぶことを教師やクラスメートと共に練習する機会があ

る。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – Age 
②Unit 1 – Age 
③Unit 2 – Friends and family 
④Unit 3 – Appearance and background 
⑤Unit 4 – Personality traits 
⑥Unit 4 – Personality traits 
⑦Unit 5 – Good things 
⑧Unit 6 – Bad things 
⑨Unit 7 – Animals 
⑩Unit 8 – Food 
⑪Unit 8 – Food 
⑫Unit 9 – Agreeing and disagreeing 
⑬Unit 10 – Behavior 
⑭Unit 11 – Emotions 
⑮Unit 12 – Positive emotions 
⑯Unit 13 – Negative emotions 
⑰Unit 14 – Memory 
⑱Unit 15 – The body 
⑲Test 
 

⑳Unit 16 – War and weapons 
㉑ Unit 16 – War and weapons 
㉒Unit 17 – Amount and distance 
㉓Unit 18 – Beginning and ending 
㉔Unit 19 – Chance, luck, and probability 
㉕Unit 20 – Ease and difficulty 
㉖Unit 21 – Safety and danger 
㉗ Unit 21 – Safety and danger 
㉘Unit 22 – Difficult situations 
㉙Unit 23 – The weather and nature 
㉚Unit 24 – Talking 
㉛Unit 25 – Sharing information 
㉜Unit 26 – Truth and lies 
㉝Unit 27 – Looking and listening 
㉞Unit 28 – Music and the arts 
㉟Unit 28 – Music and the arts 
㊱Unit 29 – Eating and drinking 
㊲Unit 30 – Describing your health 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

スピーキングⅠ(A) 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Jeremy Williams  〇  

教科書名 Speaking of Speech New Edition Student Book 

出版社名 Macmillan 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは集団の前での話し方、プレゼンテーションの仕方を生徒に教える。教科書は身体言語やスト

レス（強調）やイントネーションのような声出しを扱う。一旦生徒が自分の身体言語や話すことになじめ

ば、授業は効果的な視覚化に進み、最終的に最初から終わりまでうまく流れるプレゼンテーションをつく

り上げる。このクラスの終了までには、生徒は英語だけでなく日本語でもプレゼンテーションをするため

の貴重なスキルを学ぶことになる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – Introduction p. 5-8 
②Unit 1 – Posture & Eye Contact p. 9-14 
③ Unit 1 – Sample Informative Speech 
presentation p. 15-17 
④Student Informative Speeches – Planning  
⑤Student Informative Speeches – Presentations 
⑥Unit 2 – Gestures p. 18-27 
⑦Unit 2 – Sample Layout Speech presentation p. 
25-27 
⑧Student Layout Speeches – Planning 
⑨Student Layout Speeches – Presentations 
⑩Review 
⑪ Review 
⑫ Review 
⑬Unit 3 – Voice Inflection p. 28-35 
⑭ Unit 3 – Sample Demonstration Speech 
presentation p. 36-38 
⑮Student Demonstration Speeches – Planning 
⑯ Student Demonstration Speeches – Planning 
part 2 
⑰ Student Demonstration Speeches - 
Presentations 
⑱ Student Demonstration Speeches - 
Presentations  
⑲Test 

⑳Unit 4 – Effective Visuals p. 39-50 
㉑Unit 5 – Explaining Visuals p. 51-55 
㉒ Student Country Comparison Speeches – 
Planning 
㉓ Student Country Comparison Speeches – 
Presentations 
㉔Unit 6 – Presentation Introductions p. 62-65 
㉕Unit 6 – Sample Speech Introductions p. 66-68 
㉖Unit 7 – The Body of a Presentation p. 69-74 
㉗Unit 7 – The Body of a Presentation p. 75-83 
㉘Unit 7 – Sample Speech The Body p. 84-86 
㉙Unit 8 – Presentation Conclusions p. 87-92 
㉚Unit 8 – Sample Speech Conclusions p. 93-95 
㉛Review 
㉜ Review 
㉝ Review 
㉞ Review 
㉟Student Final Speech – P Planning 
㊱Student Final Speech – P Preparations 
㊲Student Final Speech – Presentations 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

スピーキングⅠ(B) 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 Herbert G. Aspevig  〇  

教科書名 Speaking of Speech New Edition Student Book 

出版社名 Macmillan 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは集団の前での話し方、プレゼンテーションの仕方を生徒に教える。教科書は身体言語やスト

レス（強調）やイントネーションのような声出しを扱う。一旦生徒が自分の身体言語や話すことになじめ

ば、授業は効果的な視覚化に進み、最終的に最初から終わりまでうまく流れるプレゼンテーションをつく

り上げる。このクラスの終了までには、生徒は英語だけでなく日本語でもプレゼンテーションをするため

の貴重なスキルを学ぶことになる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Unit 1 – Introduction p. 5-8 
②Unit 1 – Posture & Eye Contact p. 9-14 
③ Unit 1 – Sample Informative Speech 
presentation p. 15-17 
④Student Informative Speeches – Planning  
⑤Student Informative Speeches – Presentations 
⑥Unit 2 – Gestures p. 18-27 
⑦Unit 2 – Sample Layout Speech presentation p. 
25-27 
⑧Student Layout Speeches – Planning 
⑨Student Layout Speeches – Presentations 
⑩Review 
⑪ Review 
⑫ Review 
⑬Unit 3 – Voice Inflection p. 28-35 
⑭ Unit 3 – Sample Demonstration Speech 
presentation p. 36-38 
⑮Student Demonstration Speeches – Planning 
⑯ Student Demonstration Speeches – Planning 
part 2 
⑰ Student Demonstration Speeches - 
Presentations 
⑱ Student Demonstration Speeches - 
Presentations  
⑲Test 

⑳Unit 4 – Effective Visuals p. 39-50 
㉑Unit 5 – Explaining Visuals p. 51-55 
㉒ Student Country Comparison Speeches – 
Planning 
㉓ Student Country Comparison Speeches – 
Presentations 
㉔Unit 6 – Presentation Introductions p. 62-65 
㉕Unit 6 – Sample Speech Introductions p. 66-68 
㉖Unit 7 – The Body of a Presentation p. 69-74 
㉗Unit 7 – The Body of a Presentation p. 75-83 
㉘Unit 7 – Sample Speech The Body p. 84-86 
㉙Unit 8 – Presentation Conclusions p. 87-92 
㉚Unit 8 – Sample Speech Conclusions p. 93-95 
㉛Review 
㉜ Review 
㉝ Review 
㉞ Review 
㉟Student Final Speech – P Planning 
㊱Student Final Speech – P Preparations 
㊲Student Final Speech – Presentations 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

総合英語演習Ⅰ（A） 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳  〇  

教科書名 イチから鍛える英語長文 500 

出版社名 Gakken 

科目概要と学習のねらい 
この授業では過去の一般入試や編入試の問題を解いて実践力をつけることが目標である。記述試験に備え

て要約したり、まとめたりする能力を養い、一定の時間内に処理する力も養成したい。英作文は文法、表

現方法にも注意して、様々な問題にあたり、応用力をつけて本番に臨めるよう指導したい。こつこつと予

習に励んでもらいたい。そうすることが最善で最短の道である。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①青山学院大学  
・アメリカ人とヨーロッパ人の価値観の違いと英語のあり方 
②青山学院大学  

・アメリカ人とヨーロッパ人の価値観の違いと英語のあり方 
③東京女子大学 
・友人と旅行するときに気を付けること 
④東京女子大学 

・友人と旅行するときに気を付けること 
⑤宮城教育大学 
・ボディーランゲッジ 
⑥宮城教育大学 

・ボディーランゲッジ 
⑦法政大学 
・言語を巡る争い 
⑧法政大学 

・言語を巡る争い 
⑨静岡大学 
・帰属意識とは 

⑩静岡大学 
・帰属意識とは 
⑪早稲田大学 
・百科事典で重要なこと 

⑫早稲田大学 
・百科事典で重要なこと 
⑬首都大学東京 
・ノマドワーカーになる秘訣 

⑭首都大学東京 
・ノマドワーカーになる秘訣 
⑮三重大学 
・大人の言葉が子供に与える影響 

⑯三重大学 
・大人の言葉が子供に与える影響 
⑰センター試験 
・げっ歯類繁栄の理由 

⑱センター試験 
・げっ歯類繁栄の理由 
⑲前期テスト 

⑳中央大学 
・リーダーの性質 
㉑中央大学 

・リーダーの性質 
㉒電気通信大学 
・大分県で広まる地熱発電 
㉓電気通信大学 

・大分県で広まる地熱発電 
㉔学習院大学 
・夢を見ながら問題解決 
㉕学習院大学 

・夢を見ながら問題解決 
㉖宇都宮大学 
・外国滞在の学習体験 
㉗宇都宮大学 

・外国滞在の学習体験 
㉘一橋大学 
・社会的評価の脅威 

㉙一橋大学 
・社会的評価の脅威 
㉚関西学院大学 
・我々の属する銀河系 

㉛関西学院大学 
・我々の属する銀河系 
㉜静岡大学 
・プリント 

㉝神戸大学 
・プリント 
㉞神戸大学 
・プリント 

㉟名古屋大学 
・プリント 
㊱熊本大学 
・プリント 

㊲神戸市外国語大学 
・プリント 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

総合英語演習Ⅰ（B） 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 横田 秀昭  〇  

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 
このクラスは英語の解釈力の向上を意図している。内容は、読解、文法、ボキャブラリー、アクセント、

発音、イディオム、作文、英語から和文への翻訳、和文英訳である。このコースを通じて生徒は英語の解

釈力を向上させることができる。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
① Reading comprehension （ 読 解 ）  translation （ 翻 訳 ）

composition（作文） 
② Reading comprehension （ 読 解 ）  translation （ 翻 訳 ）

composition（作文） 
③Reading comprehension vocabulary 
④Reading comprehension composition 
⑤ Reading comprehension vocabulary （ ボ キ ャ ブ ラ リ ー ） 
grammar（文法） 
⑥Reading comprehension  
⑦Reading comprehension idioms 
⑧Vocabulary idioms grammar composition 
⑨Reading comprehension pronunciation（発音） 
⑩Reading comprehension reading comprehension 
⑪Grammar composition translation 
⑫Reading comprehension vocabulary 
⑬Reading comprehension composition translation 
⑭ Reading comprehension composition translation 
⑮Reading comprehension vocabulary 
⑯ Reading comprehension vocabulary 
⑰Reading comprehension accents 
⑱Reading comprehension translation 
⑲Test 

⑳Reading translation 
㉑Reading comprehension 
㉒Reading comprehension vocabulary 
㉓Vocabulary idioms composition 
㉔Reading comprehension 
㉕Vocabulary reading comprehension 
㉖Translation reading comprehension  
㉗Reading comprehension vocabulary 
㉘Reading comprehension vocabulary accents translation 
㉙Grammar accents vocabulary 
㉚Reading comprehension vocabulary  
㉛Translation vocabulary composition 
㉜Reading comprehension pronunciation vocabulary 
㉝Reading comprehension grammar vocabulary 
㉞Reading comprehension  
㉟Composition idioms 
㊱Reading comprehension vocabulary 
㊲ Reading comprehension vocabulary 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

総合英語演習Ⅰ（C） 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 三牧 史奈  〇  

教科書名 〈要旨・内容〉把握問題中心 パラグラフリーディングセミナー 

出版社名 日栄社 

科目概要と学習のねらい 
本講座は、国内大学編入を希望する学生が国内大学編入試験に合格するためのスキルを獲得することを目指して

いる。使用する教材は、英文読解力の養成に重点を置いて構成されており、この教材を用いて学生が英文全体の

主題、要旨、結論等を的確に把握する能力を要請することに焦点を当てた指導を目指す。また、単語、熟語、文

法、構文等に関する深い理解も重視するため、授業中に行われる詳細な説明と共に、定期的に英単語テストを取

り入れることで、読解力のみならず知識面も補うことが可能になる。後期においては、個々の学生が目指す大学

や学部に関連する過去問題を用い、より実践的な能力を養成することを目指す。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確

認、自己目標設定） 
② Lesson 1 
③ Lesson 2 
④ Lesson 3 
⑤ Lesson 4 
⑥ Lesson 5 
⑦ Lesson 6 
⑧ Lesson 7 
⑨ Lesson8 
⑩ Lesson 9 
⑪ Lesson 10 
⑫ Lesson 11 
⑬ Lesson 12 
⑭ Lesson 13 
⑮ Lesson 14 
⑯ Lesson 15  
⑰ 復習 

⑱ 復習 

⑲前期試験 

⑳ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確

認、自己目標設定） 
㉑ Lesson 16 
㉒ Lesson 17 
㉓ Lesson 18 
㉔ Lesson 19 
㉕ Lesson 20 
㉖ Lesson 21 
㉗ Lesson 22 
㉘ Lesson 23 
㉙ (大学入試試験二次試験過去問、大学編入試験過

去問等) 
㉚ (大学入試試験二次試験過去問、大学編入試験過

去問等) 
㉛ (大学入試試験二次試験過去問、大学編入試験過

去問等) 
㉜ (大学入試試験二次試験過去問、大学編入試験過

去問等) 
㉝ (大学入試試験二次試験過去問、大学編入試験過

去問等) 
㉞ (大学入試試験二次試験過去問、大学編入試験過

去問等) 
㉟ (大学入試試験二次試験過去問、大学編入試験過

去問等) 

㊱復習 

㊲復習 
㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

英検対策２級 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 横田 秀昭  〇  

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 
英検にパスするにはボキャブラリーがカギとなる。このクラスでは前期に特にできるだけ多くの単語をマ

スターすることをねらう。これに基づき、後期では読解力とライティングスキルの向上をめざす。読解力

とライティングスキルを向上させるために私達は十分なボキャブラリーを必要とする。このクラスでは、

英検合格に必要なイディオムや文法も学ぶ。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①Vocabulary（ボキャブラリー） and idioms（イ

ディオム） 
②Vocabulary and idioms 
③Vocabulary and idioms 
④Vocabulary and idioms 
⑤Vocabulary and idioms 
⑥ Vocabulary and idioms 
⑦Vocabulary and idioms 
⑧ Vocabulary and idioms 
⑨Vocabulary and idioms 
⑩ Vocabulary and idioms 
⑪ Vocabulary and idioms 
⑫ Vocabulary and idioms 
⑬ Vocabulary and idioms 
⑭ Vocabulary and idioms 
⑮ Vocabulary and idioms 
⑯ Vocabulary and idioms 
⑰ Vocabulary and idioms 
⑱ Vocabulary and idioms 
⑲Test 

⑳Vocabulary and idioms 
㉑Reading comprehension（読解） 
㉒ Reading comprehension 
㉓Reading comprehension 
㉔Reading comprehension 
㉕Reading comprehension  
㉖Reading comprehension basic grammar（基本文

法） 
㉗Reading comprehension basic grammar 
㉘Reading comprehension basic grammar 
㉙Reading comprehension writing（作文） 
㉚ Reading comprehension writing 
㉛Reading comprehension writing 
㉜Reading comprehension writing 
㉝Reading comprehension writing 
㉞Reading comprehension writing 
㉟Reading comprehension 
㊱Reading comprehension  
㊲Reading comprehension 
㊳Test 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

英検対策準 1 級 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 杉野 弘徳  〇  

教科書名 英検準 1 級過去 6 回問題集 ’19 年度版 

出版社名 成美堂出版 

科目概要と学習のねらい 
本対策は実用英語技能検定準１級試験合格のための対策講座である。授業では１次試験（筆記・リスニン

グ）対策を主に指導するが、１次合格者には２次試験（面接）対策を実施する。英検過去問題を徹底学習

し、合格に必要な「読む」、「書く」、「聞く」、「話す」の４つの領域の英語力をまんべんなく伸ばす

ことを目的に、英検準１級合格を目指して力強くかつ熱心に、そして丁寧に指導する。授業には十分な予

習をして臨むことが肝要である。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

2018 年度 第 2 回検定 
①一次試験・筆記 
②一次試験・筆記 
③一次試験・筆記 
④一次試験・筆記 
⑤一次試験・リスニング 
⑥一次試験・リスニング 
2018 年度 第 1 回検定 
⑦一次試験・筆記 
⑧一次試験・筆記 
⑨一次試験・筆記 
⑩一次試験・筆記 
⑪一次試験・リスニング 
⑫一次試験・リスニング 
2017 年度 第 3 回検定 
⑬一次試験・筆記 
⑭一次試験・筆記 
⑮一次試験・筆記 
⑯一次試験・筆記 
⑰一次試験・リスニング 
⑱一次試験・リスニング 
⑲前期テスト 

2017 年度 第 2 回検定 
⑳一次試験・筆記 
㉑一次試験・筆記 
㉒一次試験・筆記 
㉓一次試験・筆記 
㉔一次試験・リスニング 
㉕一次試験・リスニング 
2017 年度 第 1 回検定 
㉖一次試験・筆記 
㉗一次試験・筆記 
㉘一次試験・筆記 
㉙一次試験・筆記 
㉚一次試験・リスニング 
㉛一次試験・リスニング 
2016 年度 第 3 回検定 
㉜一次試験・筆記 
㉝一次試験・筆記 
㉞一次試験・筆記 
㉟一次試験・筆記 
㊱一次試験・リスニング 
㊲一次試験・リスニング 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

CA＆GS 筆記試験対策Ⅰ 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 師井 三哉子  〇  

教科書名 筆記試験対策 ベーシックドリル一般常識＆ＳＰＩ２,プリント 

出版社名 実教出版,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、キャビンアテンダントとして 19 年の実務経験を活かし、就職内定に向け

た実践的な試験対策の授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
本講座では、テキスト「筆記試験対策ベーシックドリル 一般常識＆ＳＰＩ２」を使用し、就職試験に備

え幅広い知識の習得を目指します。ＣＡやＧＳの就職試験では、一般常識問題以外に、最近のニュースや

時事問題についての基本知識も問われる傾向にあります。テキストで取り扱わない時事問題や内容につい

ては、毎回講義の最初に行う「ミニテスト」で補います。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①オリエンテーション・航空ビジネス科の注意事項 

ミニテスト（航空用語） 

テキスト国語 P24①（1）～（7） 

②ミニテスト（国語・同音異義語） 

テキスト 社会 P38～39①（4） 

③ミニテスト（社会） 

テキスト 数学 P95①～②（2） 

④ミニテスト（時事） 

テキスト 国語 P24①（8）～②（17） 

⑤ミニテスト（数学） 

テキスト 社会・日本地理 P39①（5）～②（6） 

⑥ミニテスト（国語・四字熟語） 

テキスト 数学 P95②（3）～P96②（2） 

⑦ミニテスト（航空用語） 

テキスト 国語 P24②（18）～P25② 

⑧ミニテスト（数学・仕事算） 

テキスト 社会 P39②（7）～P41① 

⑨ミニテスト（社会・通貨）円安円高のメリットデメリット 

テキスト 数学 P96②（3）～P97①（1） 

⑩ミニテスト（社会・島） 

テキスト 国語 P26 ことわざ 

⑪ミニテスト（数学・計算） 

テキスト 社会 P41②～P42①（1）～（5） 

⑫ミニテスト（時事・略語） 

テキスト 数学 P97①（2）～③（1） 

⑬ミニテスト（社会・地理） 

テキスト 社会日本地理 P76～77 

⑭ミニテスト（社会・地理） 

テキスト 数学 P97③（2）～（3） 

⑮まとめ 

⑯まとめ 

⑰まとめ 

⑱まとめ 

⑲前期テスト 

⑳前期の復習、ミニテスト（時事） 

テキスト 国語ことわざ①（1）～（16） 

㉑ミニテスト（数学・植木算） 

テキスト 社会 P42①（6）～②（8） 

㉒ミニテスト（国語・カタカナ） 

テキスト 数学 P97③（2）～P99②（1） 

㉓ミニテスト（数学・年齢算） 

テキスト 国語 P27①（17）～P28②（8） 

㉔ミニテスト（時事） 

テキスト 社会・世界地理 P42②（9）～P43① 

㉕ミニテスト（国語・ことわざ） 

テキスト 数学 P99（2）～P100②（3） 

㉖ミニテスト（数学・速度算） 

テキスト 国語 P28②（9）～P29① 

㉗ミニテスト（時事） 

テキスト 社会 P43②オセアニア～P44①ヨーロッパ・ロシア

（4） 

㉘ミニテスト（国語） 

テキスト 数学 P100②（4）～P101① 

㉙ミニテスト（数学） 

テキスト 国語 P29②～P30①（8） 

㉚ミニテスト（国語） 

テキスト 社会 P44①（5）～（10） 

㉛ミニテスト(ＳＰＩ） 

テキスト P129/133/147/150 

㉜ミニテスト（数学・場合α数） 

テキスト国語 P30①（9）～（20） 

㉝ミニテスト（時事） 

テキスト数学 P100②～ 

㉞まとめ 

㉟まとめ 

㊱まとめ 

㊲１年次のまとめ 

㊳１年次のまとめ 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

エアポートビジネス 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 大脇 誠  〇  

教科書名 ANA グランドスタッフ入門 決定版,プリント 

出版社名 イカロス出版,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師はキャビンアテンダントとして 24 年間の経験を活かし、航空業界内の様々な

職業理解とホスピタリティの授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
グローバル化が進み多種多様な人々が世界を往来することが年々増加していますが、移動手段として航空機の利

用も年々需要が拡大しています。授業ではまず、航空業界で一番重要なことである「安全に人々を目的地まで運

ぶ」という大前提を理解することから始め、さまざまな知識を広く学びます。また航空業界は、人を運ぶ「旅

客」分野と、荷物を運ぶ「貨物」分野に分けられ、その職種は多岐にわたります。授業ではＧＳの業務を中心

に、航空業界を支える様々な職種に触れていくなかで、どのような職種に従事したいのかを明確にしていきま

す。また全期を通し、就職試験での面接対策としてスピーチの習熟をめざします。前期では世界情勢と航空業界

は密接な関係があるためニュースを読み理解することを目的としたスピーチ、後期はホスピタリティについて学

びながら自身の意見をまとめ発表します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ﾌﾟﾘﾝﾄ「エアポートビジネス入門の授業を通して学んでほし

いこと」 

②ﾌﾟﾘﾝﾄ「自分の弱み・強み」の分析に基づき年間目標を立て

る 
③ﾌﾟﾘﾝﾄ「エアラインビジネスとはなにか」／1 分間スピーチ 
④ﾌﾟﾘﾝﾄ「日本の地理を知る」（白地図を使って学習する） 

⑤ﾃｷｽﾄ 「空港の基礎知識」／1 分間スピーチ 
ﾃｷｽﾄ 「アルファベットの読み方」／笑顔の作り方レッスン 

⑥ﾃｽﾄ実施「都道府県庁所在地、空港３レター」、解答 
⑦ﾃｷｽﾄ 「世界の空港について①」  

⑧ﾌﾟﾘﾝﾄ「世界の空港ランキング」 
⑨ﾃｷｽﾄ 「世界の空港について②」  
⑩ﾌﾟﾘﾝﾄ 1 分間スピーチ「笑顔の訓練」について スピーチ

作成 

⑪ﾃｷｽﾄ 「世界の空港について③」  

⑫ﾌﾟﾘﾝﾄ  1 分間スピーチ「笑顔の訓練」について発表 

⑬ﾃｽﾄ実施「都道府県庁所在地、空港３レター」 

⑭ﾌﾟﾘﾝﾄ 1 分間スピーチ「笑顔の訓練」について発表 

⑮ﾃｷｽﾄ 「グランドスタッフをとりまく仕事①」 
⑯ﾌﾟﾘﾝﾄ 1 分間スピーチ「お客様の声」について発表 
⑰ﾃｷｽﾄ 「グランドスタッフをとりまく仕事②」／1 分間ス

ピーチ 
⑱ﾃｷｽﾄ 「グランドスタッフをとりまく仕事③」 
ﾌﾟﾘﾝﾄ 「飛行機はなぜ飛ぶのか？」 「滑走路について」 
⑲テスト 
 

⑳テスト 解説 

㉑ﾃｷｽﾄ 「グランドスタッフの仕事内容」 ﾌﾟﾘﾝﾄ 「ＧＳの

仕事」 

㉒就職活動について 2 年生から 1 年生へのアドバイス 

㉓ﾌﾟﾘﾝﾄ 「チェックインカウンター業務」「ゲート業務」／1

分間スピーチ 

㉔ﾌﾟﾘﾝﾄ 「安全運航に関するスタッフたち」 

㉕ﾃｷｽﾄ 「マイレージについて」「アライアンスについて」 
㉖ﾃｷｽﾄ 「グランドスタッフをとりまく仕事④」 
㉗ﾃｷｽﾄ 「グランドスタッフ用語」「航空業界用語」／1 分間

スピーチ 
㉘ﾃｷｽﾄ・ｻｰﾋﾞｽｶﾞｲﾄﾞ 「航空券の種類と読み方」「航空運賃に

ついて①」 

㉙ﾃｷｽﾄ・ｻｰﾋﾞｽｶﾞｲﾄﾞ 「航空運賃について②」 
㉚ﾃｷｽﾄ・ｻｰﾋﾞｽｶﾞｲﾄﾞ 「手荷物のルール①」 
㉛ﾃｷｽﾄ・ｻｰﾋﾞｽｶﾞｲﾄﾞ 「手荷物のルール②」／1 分間スピーチ 
㉜ﾃｷｽﾄ・ｻｰﾋﾞｽｶﾞｲﾄﾞ 「手伝いが必要な旅客へのサポート①」 

㉝ﾃｷｽﾄ・ｻｰﾋﾞｽｶﾞｲﾄﾞ 「手伝いが必要な旅客へのサポート②」 
㉞ﾃｷｽﾄ 「日本・外資系エアラインとＬＣＣ①」 
㉟ﾃｷｽﾄ 「日本・外資系エアラインとＬＣＣ②」 

ﾃｷｽﾄ・時刻表 「座席配列」／1 分間スピーチ 

㊱ﾌﾟﾘﾝﾄ「機内サービスについて」／サービス実習① 
サービス実習②／ﾌﾟﾘﾝﾄ 「就職に向けて」 

㊲ﾌﾟﾘﾝﾄ 「心に残るサービスについて①」 
ﾌﾟﾘﾝﾄ 「心に残るサービスについて②」 

㊳テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ジョブ・インタビューⅠ 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 師井 三哉子  〇  

教科書名 ＣＡ・ＧＳエアライン受験対策 書き込み式実践テキスト〈２０２０年就職版〉 

出版社名 ペンコム 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、キャビンアテンダントとして 19 年の実務経験を活かし、航空業界に特化

した企業研究や面接実技指導の授業を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
当講座では、エントリーシートの作成から面接対応までを行います。 
エントリーシート作成では、自己分析及び企業研究が重要になります。自分の強みや弱点を知り、仕事内

容を理解することで、会社に入って自分に何ができるかを考えること。何故その会社で働きたいと思った

かを明確にすることが大切です。 
また、面接試験に向けて。立ち振る舞いや姿勢、発声などの実技指導も行います。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

① オリエンテーション・第一印象を磨く 
② 第１章 航空業界研究 ＋ 第６章 面接準備 
③ 第１章 航空業界研究 ＋ 第６章 面接準備 
④ 第１章 航空業界研究 ＋ 第６章 面接準備 
⑤ 第１章 航空業界研究 ＋ 第６章 面接準備 
⑥ 第１章 航空業界研究 ＋ 第６章 面接準備 
⑦ 第１章 航空業界研究 ＋ 第６章 面接準備 
⑧ 第１章 航空業界研究 ＋ 第６章 面接準備 
⑨ 第１章 航空業界研究 ＋ 第６章 面接準備 
⑩ 第１章 航空業界研究 ＋ 第６章 面接準備 
⑪ 第４章 企業研究 
⑫ 第４章 企業研究 
⑬ 第４章 企業研究 
⑭ 第４章 企業研究 
⑮ 第４章 企業研究 
⑯ 第４章 企業研究 
⑰ 第４章 企業研究 
⑱ 前期のまとめ 
⑲ 前期テスト 

⑳ 前期の復習 
㉑ 第２章 職種研修 
㉒ 第２章 職種研修 
㉓ 第３章 自己分析 
㉔ 第３章 自己分析 
㉕ 第３章 自己分析 
㉖ 第３章 自己分析 
㉗ 第３章 自己分析 
㉘ 第７章 グループディスカッション 
㉙ 第７章 グループディスカッション 
㉚ 第７章 グループディスカッション 
㉛ 第５章 ＥＳの書き方 
㉜ 第５章 ＥＳの書き方 
㉝ 第５章 ＥＳの書き方 
㉞ 第８章 面接試験 
㉟ 第８章 面接試験 
㊱ 第８章 面接試験 
㊲ １年時のまとめ 
㊳ 後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ビジネス教養講座 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 大脇 誠  〇  

教科書名 さすが!と言われる ビジネスマナー 完全版,2019 秘書検定実問題集 2 級,プリント 

出版社名 高橋書店,早稲田教育出版,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師はキャビンアテンダントとして 24 年間の社会人経験を活かし、実践的なマナ

ー教育を行っている。 

科目概要と学習のねらい 
当講座では、社会人として求められるビジネスマナーを身に着けることを目指します。 
前期は、テキスト『さすがと言われるビジネスマナー完全版』を使用し、学生生活ではなかなか意識でき

ない、社会人と接する際や社会人として働く際に求められる常識や言葉遣い、身だしなみなどマナーの基

本を学びます。 
後期では、前期で学んだ知識を実用的に活かせるよう『秘書検定２級実問題集』を使いながら、より社会

人として実践的な応対やマナーを体系的に習得していきます。 
本講座終了時に『ビジネス実務マナー検定２級』もしくは『秘書検定２級』程度の取得を目指します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 ビジネスマナーの基本 

②ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 身だしなみ・立ち姿、お辞儀 

（写メや動画を取り合って、自身でチェック） 

③ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 身だしなみ・立ち姿、お辞儀 

（写メや動画を取り合って、自身でチェック） 
④ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 敬語 
⑤ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 敬語・一般教養（祝日の意味、

憲法３つの柱、皇室について） 
⑥ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 敬語・一般教養（祝日の意味、

憲法３つの柱、皇室について） 
⑦ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 敬語・クールビズについて 
⑧ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 敬語・クールビズについて 
⑨ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 クッション言葉 
⑩ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 便利なビジネス用語 
⑪ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 自分の意志を伝える重要性 
⑫敬語テスト 

⑬敬語テスト 解説と答え合わせ 
⑭ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 話しかたと聞きかた 
⑮ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 電話の取り方・一般教養(参院選

について)  

⑯ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 電話のかけ方と取次かた 
⑰ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 クレーム対応・報連相について 
⑱ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 スケジュールの立て方・ＰＤＣ

Ａについて 
⑲前期試験 

⑳前期テスト 解説 
㉑ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 応対の基本 案内と席次 
㉒ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 応対の基本 案内と席次 

㉓ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 応対の基本 来客対応・訪問 

㉔ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 応対の基本 来客対応・訪問 

㉕ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 応対の基本 紹介・接待 

㉖ﾃｷｽﾄ「ビジネスマナー」 応対の基本 紹介・接待 

㉗ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 必要とされる資質と職務知識 

㉘ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 必要とされる資質と職務知識 

㉙ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 必要とされる資質と職務知識 

㉚ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 一般知識 
㉛ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 マナー接遇 

㉜ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 マナー接遇 

㉝ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 マナー接遇 

㉞ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 必要とされる資質 

㉟ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 必要とされる資質 

㊱ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 必要とされる資質 

㊲ﾃｷｽﾄ「秘書検定」 必要とされる資質 

㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

旅行業務取扱管理者試験Ⅰ 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 稲継 香  〇  

教科書名 
（前期）2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン,2019 年対策 旅行業務取扱管理

者試験 標準トレーニング問題集 2 旅行業法・約款 
（後期） 

出版社名 
（前期）自由国民社,大原出版会社 
（後期）ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所,JTB パブリッシング,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、旅行会社で得た豊富な知識を活かし、実務的な内容を含みながら検定対

策を行います。 

科目概要と学習のねらい 
前期は旅行業界で活躍することができる「国内旅行業務取扱管理者試験」への合格を目指します。 
その試験科目の中の「旅行業約款」「国内旅客運送約款」「モデル宿泊約款」「貸切バス約款」「フェリ

ー標準約款」について学習し、練習問題を繰り返し行い、試験に備えます。 
後期は、来年 10 月実施の「総合旅行業務取扱管理者試験」への合格を目指します、その試験科目の中の

「国際航空運賃」について練習問題を繰り返し行いながら、学習します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

旅行業約款 
①総則 
②総則 
③企画旅行契約の締結 
④企画旅行契約の締結 
⑤企画旅行契約の変更 
⑥企画旅行契約の変更 
⑦企画旅行契約の解除 
⑧企画旅行契約の解除 
⑨旅程管理、責任 
⑩旅程保証 
⑪特別補償規程 
⑫手配旅行契約 
⑬団体、グループの取扱い 
⑭旅行相談契約 
⑮国内旅客運送約款 
⑯モデル宿泊約款 
⑰貸切バス約款 
⑱フェリー標準約款 
⑲前期試験 

 国際航空運賃・料金 
⑳IATA と国際航空運賃 
㉑運賃の分類（種類） 
㉒リフ 
㉓付加運賃、税金、諸料金 
㉔航空券の記載内容（e チケットお客様控え） 
㉕運賃計算の基本 
㉖運賃計算上の各地点 
㉗マイレッジ計算 
㉘旅行形態 
㉙運賃計算結果の表示 
㉚運賃計算 
㉛マイレッジ計算と運賃計算 
㉜マイレッジ計算の特例 
㉝適用運賃のチェック 
㉞キャリア運賃 
㉟キャリア運賃の適用規則 
㊱キャリア運賃の適用例 
㊲主な都市コードと航空会社コード 
㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

旅行業務取扱管理者試験Ⅱ 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 稲継 香  〇  

教科書名 

（前期）2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン,2019 年対策 旅行業務取扱管理

者試験 標準トレーニング問題集 2 旅行業法・約款 
（後期）2019 国際航空運賃・料金,すぐに役立つ海外旅行地理ベーシック 400,ＪＴＢ時

刻表 2019 年 4 月号,プリント 

出版社名 
（前期）自由国民社,大原出版会社 
（後期）ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所,JTB パブリッシング,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、旅行会社で得た豊富な知識を活かし、実務的な内容を含みながら検定対

策を行います。 

科目概要と学習のねらい 
前期は、旅行業界で活躍することができる「国内旅行業務取扱管理者試験」への合格を目指します。 
その試験科目の中の「旅行業約款」「国内旅客運送約款」「モデル宿泊約款」「貸切バス約款」「フェリ

ー標準約款」について学習し、練習問題を繰り返し行い、試験に備えます。 
後期は、来年 10 月実施の「総合旅行業務取扱管理者試験」への合格を目指します、その試験科目の中の

「海外旅行地理」について練習問題を繰り返し行いながら、学習します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

旅行業約款 
①総則 
②総則 
③企画旅行契約の締結 
④企画旅行契約の締結 
⑤企画旅行契約の変更 
⑥企画旅行契約の変更 
⑦企画旅行契約の解除 
⑧企画旅行契約の解除 
⑨旅程管理、責任 
⑩旅程保証 
⑪特別補償規程 
⑫手配旅行契約 
⑬団体、グループの取扱い 
⑭旅行相談契約 
⑮国内旅客運送約款 
⑯モデル宿泊約款 
⑰貸切バス約款 
⑱フェリー標準約款 
⑲前期試験 

海外旅行地理 
 ⑳アジア 
㉑アジア 
㉒アジア 
㉓アジア 
㉔ヨーロッパ 
㉕ヨーロッパ 
㉖ヨーロッパ 
㉗ヨーロッパ 
㉘南北アメリカ 
㉙南北アメリカ 
㉚南北アメリカ 
㉛南北アメリカ 
㉜オセアニア 太平洋の島 
㉝オセアニア 太平洋の島 
㉞オセアニア 太平洋の島 
㉟中東 アフリカ 
㊱中東 アフリカ 
㊲中東 アフリカ 
㊳後期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

旅行業務取扱管理者試験Ⅲ 

前期 １ 
2(38) 実務経験あり 

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 稲継 香  〇  

教科書名 

（前期）2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン,2019 年対策 旅行業務取扱管理

者試験 標準トレーニング問題集 2 旅行業法・約款 
（後期）2019 国際航空運賃・料金,すぐに役立つ海外旅行地理ベーシック 400,ＪＴＢ時

刻表 2019 年 4 月号,プリント 

出版社名 
（前期）自由国民社,大原出版会社 
（後期）ＪＴＢ総合研究所,ＪＴＢ総合研究所,JTB パブリッシング,- 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、旅行会社で得た豊富な知識を活かし、実務的な内容を含みながら検定対

策を行います。 

科目概要と学習のねらい 
前期は、旅行業界で活躍することができる「国内旅行業務取扱管理者試験」への合格を目指します。その

試験科目の中の「旅行業法」について学習し、練習問題を繰り返し行い、試験に備えます。 
後期は、時刻表や各種タリフ、観光地資料、インターネットの膨大な情報の中から、必要な情報をいかに

効率的に収集するかについて、基礎的ノウハウを身につけます。テーマ別に行程表を作成し、提出しま

す。また、個々の課題として、独自で旅のプランニングを作成し、プレゼンテーションを行います。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

 
旅行業法及びこれに基づく命令 
①旅行業法の基礎知識 
②旅行業法の基礎知識 
③登録制度 
④登録制度 
⑤営業保証金 
⑥営業保証金 
⑦旅行業取扱管理者、外務員 
⑧旅行業取扱管理者、外務員 
⑨旅行業務の取扱い料金、旅行業約款、標識 
⑩旅行業務の取扱い料金、旅行業約款、標識 
⑪旅行業務の取扱い料金、旅行業約款、標識 
⑫取引条件の説明、書面の交付 
⑬取引条件の説明、書面の交付 
⑭広告、旅程管理 
⑮受託契約 
⑯禁止行為、業務改善命令、登録の取消しなど 
⑰旅行サービス手配業 

 ⑱旅行業協会、弁済業務保証金制度 
 ⑲前期テスト 
 
 

①国内ツアープラン 

国内行程表の作成方法 

②国内行程表の作成方法 

③国内行程表の作成方法 

④国内行程表の作成方法 

⑤パンフレットの見方 

⑥パンフレットの見方 

⑦パンフレットの見方 

⑧JR を利用した個人旅行の見積もり、行程表作成 

⑨JRを利用した個人旅行の見積もり、行程表作成 

⑩JRを利用した個人旅行の見積もり、行程表作成 

⑪飛行機を利用した個人旅行のパンフレットの見

方、見積もり作成 

⑫飛行機を利用した個人旅行のパンフレットの見

方、見積もり作成 

⑬飛行機を利用した個人旅行のパンフレットの見

方、見積もり作成 

⑭団体のバス旅行の見積もり、行程表作成 

⑮団体のバス旅行の見積もり、行程表作成 

⑯団体のバス旅行の見積もり、行程表作成 

⑰プレゼンテーション 

⑱プレゼンテーション 

⑲後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

旅行業務取扱管理者試験Ⅳ 

前期 １ 
2(38) 

稲継香：実務

経験あり 後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 
（前期）稲継 香 
（後期）藤井 美和子 

 〇  

教科書名 

（前期）すぐに役立つ国内旅行地理ベーシック 300+α,旅に出たくなる地図（日本）,ＪＴＢ

時刻表 2019 年 4 月号 
（後期）2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン ,2019 出入国法令と実

務,English for Tourism 101 一から学ぶ観光英語の基礎～日本から世界へ～ 

出版社名 
（前期）ＪＴＢ総合研究所,帝国書院,JTB パブリッシング 
（後期）自由国民社,ＪＴＢ総合研究所,株）南雲堂 

実務経験のあ

る教員等によ

る指導 

本科目の講師は、旅行会社で得た豊富な知識を活かし、実務的な内容を含みながら検定対

策を行います。 

科目概要と学習のねらい 
前期は、旅行業界で活躍することができる「国内旅行業務取扱管理者試験」への合格を目指します。その

試験科目の中の「国内旅行地理」について学習し、練習問題を繰り返し行い、試験に備えます。 
後期は、海外旅行実務のなかの出入国手続き、航空時刻表の見方、時差計算、鉄道、ホテルなどの知識を

学びます。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

時刻表で巡る日本一周の旅 
①北海道 
②北海道 
③東北 
④東北 
⑤関東 
⑥関東 
⑦関東 
⑧中部 
⑨中部 
⑩関西 
⑪関西 
⑫中国・四国 
⑬中国・四国 
⑭中国・四国 
⑮九州 
⑯九州 
⑰沖縄 
⑱沖縄 
⑲前期試験 

① OAG 航空時刻表の見方と航空の知識 (航空会社、空港コードなど)

時差と飛行所要時間など（１０月～１１月） 

② OAG 航空時刻表の見方と航空の知識 (航空会社、空港コードなど)

時差と飛行所要時間など（１０月～１１月） 

③ OAG 航空時刻表の見方と航空の知識 (航空会社、空港コードなど)

時差と飛行所要時間など（１０月～１１月） 

④ OAG 航空時刻表の見方と航空の知識 (航空会社、空港コードなど)

時差と飛行所要時間など（１０月～１１月） 
⑤ OAG 航空時刻表の見方と航空の知識 (航空会社、空港コードなど)

時差と飛行所要時間など（１０月～１１月） 
⑥ OAG 航空時刻表の見方と航空の知識 (航空会社、空港コードなど)

時差と飛行所要時間など（１０月～１１月） 

⑦ OAG 航空時刻表の見方と航空の知識 (航空会社、空港コードなど)

時差と飛行所要時間など（１０月～１１月） 
⑧ヨーロッパ鉄道時刻表の見方と鉄道の知識（１１月） 
⑨ヨーロッパ鉄道時刻表の見方と鉄道の知識（１１月） 
⑩ヨーロッパ鉄道時刻表の見方と鉄道の知識（１１月） 

⑪ヨーロッパ鉄道時刻表の見方と鉄道の知識（１１月） 
⑫旅券法、通関手続き 査証/日本人の出入国手続き 

海外での出入国と外国人の出入国(１１月～１２月) 
⑬旅券法、通関手続き 査証/日本人の出入国手続き 

海外での出入国と外国人の出入国(１１月～１２月) 

⑭旅券法、通関手続き 査証/日本人の出入国手続き 

海外での出入国と外国人の出入国(１１月～１２月) 
⑮ホテルなどの知識/旅行英語（１月） 
⑯ホテルなどの知識/旅行英語（１月） 

⑰ホテルなどの知識/旅行英語（１月） 

⑱定期テスト前の総復習 

⑲定期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

旅行業務取扱管理者試験Ⅴ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 藤井 美和子  〇  

教科書名 

（前期）2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン,2019 年対策 旅行業務取扱管理

者試験 標準トレーニング問題集 3 国内旅行実務,2019 国内運賃・料金 
（後期）2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン ,2019 出入国法令と実

務,English for Tourism 101 一から学ぶ観光英語の基礎～日本から世界へ～ 

出版社名 
（前期）自由国民社,大原出版会社,ＪＴＢ総合研究所 
（後期）自由国民社,ＪＴＢ総合研究所,株）南雲堂 

科目概要と学習のねらい 
旅行業務取扱管理者とは、旅行業界で活躍することのできる国家資格です。有資格者は就職に有利なだけ

でなく独立開業も可能です。管理者には、総合と国内の２種類あり、この講座では前期に国内管理者試験

の学習を行い９月の本試験を目指します。試験科目は、１・旅行業法 ２・旅行業約款 ３・国内旅行実

務の３科目。前期はＪＲ，国内航空、貸し切りバス、フェリー、宿泊それぞれの運賃、料金の基礎を学習

し試験に備えます。 
後期は、海外実務関連の学習をします。旅行トラブルの解決法や VISA 申請書、出入国カードの記入方法

などを通して実際の旅行に役立つ学習や旅行の英文にも慣れるようになることで国際化にも対応していけ

ることを目指します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ＪＲ運賃計算の原則 

②ＪＲ運賃計算の原則と特例 割引運賃 

③ＪＲ運賃計算の原則と特例 割引運賃 

④ＪＲ料金計算の原則 乗り継ぎ割引料金 

⑤ＪＲ料金の特例 新幹線内乗り継ぎなど 

⑥ＪＲ料金の特例 新幹線内乗り継ぎなど 

⑦ＪＲ乗車券類の取り扱い   

⑧ＪＲ変更、取り消し、払い戻し、有効期間 

⑨ＪＲ団体乗車券の取り扱い 

⑩特別企画乗車券 時刻表の見方など 

⑪国内航空運賃料金 

⑫国内航空運賃料金 

⑬貸し切りバス運賃料金 

⑭フェリー運賃料金 

⑮宿泊料金 

⑯宿泊料金 

⑰本試験解答解説 

⑱定期試験範囲総復習 旅行に関するビデオ 

⑲定期試験 

⑳ＵＮＩＴ１  北海道      
㉑ＵＮＩＴ２  京都       
㉒ＵＮＩＴ３  湯布院 ＥＤカード ＶＩＳＡ申

請書記入方 
㉓ＵＮＩＴ４  沖縄 旅行トラブル解決方法など

を毎回取り入れる 
㉔ＵＮＩＴ５  シンガポール 
㉕ＵＮＩＴ５  シンガポール 
㉖ＵＮＩＴ６  パリ 
㉗ＵＮＩＴ６  パリ 
㉘ＵＮＩＴ７  シドニー 
㉙ＵＮＩＴ７  シドニー 
㉚ＵＮＩＴ８  ハワイ 
㉛ＵＮＩＴ８  ハワイ 
㉜ＵＮＩＴ９  ロンドン 
㉝ＵＮＩＴ９  ロンドン 
㉞ＵＮＩＴ１０ フランス 
㉟ＵＮＩＴ１１ ヨーロッパの美術館 
㊱ＵＮＩＴ１２ ニューヨーク 
㊲ＵＮＩＴ１３ ボストン 
㊳定期試験 



56 

 

科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

旅行業務取扱管理者試験Ⅵ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 藤井 美和子  〇  

教科書名 

（前期）2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン,2019 年対策 旅行業務取扱管理

者試験 標準トレーニング問題集 3 国内旅行実務,2019 国内運賃・料金 
（後期）2019 年度 国内・総合旅行管理者速習レッスン ,2019 出入国法令と実

務,English for Tourism 101 一から学ぶ観光英語の基礎～日本から世界へ～ 

出版社名 
（後期）自由国民社,大原出版会社,ＪＴＢ総合研究所 
（前期）自由国民社,ＪＴＢ総合研究所,株）南雲堂 

科目概要と学習のねらい 
旅行業務取扱管理者とは、旅行業界で活躍することのできる国家資格です。有資格者は就職に有利なだけ

でなく独立開業も可能です。管理者には、総合と国内の２種類あり、この講座では前期に国内管理者試験

の学習を行い９月の本試験を目指します。試験科目は、１・旅行業法 ２・旅行業約款 ３・国内旅行実

務の３科目。前期はＪＲ，国内航空、貸し切りバス、フェリー、宿泊それぞれの運賃、料金の基礎を学習

し試験に備えます。 
後期は海外実務習得を目指します。旅行トラブルの解決法や VISA 申請書、出入国カードの記入方法など

を通して実際の旅行に役立つ学習や旅行の英文にも慣れるようになることで国際化にも対応していけるこ

とを目指します。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ＪＲ運賃計算の原則 

②ＪＲ運賃計算の原則と特例 割引運賃 

③ＪＲ運賃計算の原則と特例 割引運賃 

④ＪＲ料金計算の原則 乗り継ぎ割引料金 

⑤ＪＲ料金の特例 新幹線内乗り継ぎなど 

⑥ＪＲ料金の特例 新幹線内乗り継ぎなど 

⑦ＪＲ乗車券類の取り扱い   

⑧ＪＲ変更、取り消し、払い戻し、有効期間 

⑨ＪＲ団体乗車券の取り扱い 

⑩特別企画乗車券 時刻表の見方など 

⑪国内航空運賃料金 

⑫国内航空運賃料金 

⑬貸し切りバス運賃料金 

⑭フェリー運賃料金 

⑮宿泊料金 

⑯宿泊料金 

⑰本試験解答解説 

⑱定期試験範囲総復習 旅行に関するビデオ 

⑲定期試験 

⑳ＵＮＩＴ１  北海道      
㉑ＵＮＩＴ２  京都       
㉒ＵＮＩＴ３  湯布院 ＥＤカード ＶＩＳＡ申

請書記入方 
㉓ＵＮＩＴ４  沖縄 旅行トラブル解決方法など

を毎回取り入れる 
㉔ＵＮＩＴ５  シンガポール 
㉕ＵＮＩＴ５  シンガポール 
㉖ＵＮＩＴ６  パリ 
㉗ＵＮＩＴ６  パリ 
㉘ＵＮＩＴ７  シドニー 
㉙ＵＮＩＴ７  シドニー 
㉚ＵＮＩＴ８  ハワイ 
㉛ＵＮＩＴ８  ハワイ 
㉜ＵＮＩＴ９  ロンドン 
㉝ＵＮＩＴ９  ロンドン 
㉞ＵＮＩＴ１０ フランス 
㉟ＵＮＩＴ１１ ヨーロッパの美術館 
㊱ＵＮＩＴ１２ ニューヨーク 
㊲ＵＮＩＴ１３ ボストン 
㊳定期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

ORAL PRESENTATION 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 三牧 史奈  〇  

教科書名 Go Global  –English for Global Business– 

出版社名 株）成美堂 

科目概要と学習のねらい 
本講座では、自分の意見や考えを英語で分かりやすく伝えるための力を養成することを目的としている。

自分と異なる意見や考え、または価値観を持った相手とのコミュニケーションの場面として最もイメージ

しやすいものといえば、やはりプレゼンテーションではないか。本講座は、学生に日常的場面から専門知

識を要するような限られたビジネスの場面までを想定した教材を提供する。また、それらの場面に関し

て、自由に意見や考えを持つ機会、情報整理の機会を提供する。そして、最後に実践的な発表の機会を通

じて、英語で表現し、聞き手との間のより良いコミュニケーションが達成できるような訓練の機会を設け

る。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確

認、自己目標設定） 
②Unit 1  Introducing Yourself 
③ Unit 1  Introducing Yourself 
④Unit 2  Introducing Companies 
⑤ Unit 2  Introducing Companies 
⑥Unit 3  Explaining Your Role 
⑦ Unit 3  Explaining Your Role 
⑧Unit 4  Introducing Products 
⑨ Unit 4  Introducing Products 
⑩Unit 5  Checking Information 
⑪ Unit 5  Checking Information 
⑫Unit 6  Giving Your Opinion 
⑬ Unit 6  Giving Your Opinion 
⑭Unit 7  Making Requests 
⑮ Unit 7  Making Requests 
⑯Unit 8  Asking Permission   
⑰ Unit 8  Asking Permission 
⑱ Review 
⑲前期試験 
 

⑳ガイダンス（授業内容、評価基準、テキスト等確

認、自己目標設定） 
㉑Unit 9  Making Invention 
㉒ Unit 9  Making Invention 
㉓Unit 10  Making Appointments 
㉔ Unit 10  Making Appointments 
㉕Unit 11  Canceling and Rescheduling 
㉖ Unit 11  Canceling and Rescheduling 
㉗Unit 12  Describing Locations 
㉘ Unit 12  Describing Locations 
㉙Unit 13  Looking after a Visitor 
㉚ Unit 13  Looking after a Visitor 
㉛Unit 14  Making a Phone Call 
㉜ Unit 14  Making a Phone Call 
㉝Unit 15  Taking Messages 
㉞ Unit 15  Taking Messages 
㉟Review 
㊱ Review 
㊲ Review 
㊳前期試験 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

中国語会話Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 司馬 黎  〇  

教科書名 理香と王麗 話す中国語１ DVD 付 

出版社名 株）朝日出版社 

科目概要と学習のねらい 
この教科書は中国に行ったら着いたその日から使える表現をふんだんに盛り込んでいます。中国に行けば

そのままかちょっと変えた形ですぐに使えます。 
タクシーでの行き先の告げ方や自己紹介の仕方、チェックインの時の会話や買い物の表現などが出てき

て、自由旅行で中国に行ってもかなりの用事が足りるようにしてあります。映像の中には、リピートの練

習もあるので、本文を繰り返し音読することによって、決まり文句や、フレーズなど、自然に身につけま

す。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①第一課～第三課 発音（声調、母音、子音、三声の変調） 
②第一課～第三課 発音（声調、母音、子音、三声の変調） 
③第四課 発音（er 化、“不”の変調、“一”の変調） 
④第五課（基本語順 SVO、疑問文（1）、否定、人称代詞） 
⑤第五課 復習 応用会話 
⑥単元復習 
⑦第六課（疑問文（2）、形容詞述語文、主述述語文、誘い方） 
⑧第六課 復習 応用会話 
⑨第七課（“的”名前の聞き方、答え方、疑問文（3）） 
⑩応用会話・単元復習 
⑪第八課（選択疑問文、“多少”と“几”） 
 第八課 復習 応用会話 
⑫第九課（指示代詞、“吧”の用法） 
 第九課 復習 応用会話 
⑬第十課 まとめ  
⑭第十一課（所有を表す“有”、助動詞“可以”、“太～了”） 
 第十一課 復習 応用会話 
⑮第十二課（存在を表す、“有”、量詞、“的”の省略） 
 第十二課 復習 応用会話 
⑯単元復習 
⑰総合復習 
⑱総合復習 
⑲前期テスト 

⑳前期テストの説明 
㉑第十三課（動詞“在”、前置詞“在”、方位詞） 
 第十三課 復習 応用会話 
㉒第十四課（年齢の聞き方、数詞述語文、“多”＋形容詞） 
 第十四課 復習 応用会話 
㉓単元復習 
㉔第十五課（助動詞“会”、“能”、“想”） 
 第十五課 復習 応用会話 
㉕第十六課 復習 
㉖第十七課（曜日の言い方、時刻の言い方、時間詞） 
 第十七課 復習 応用会話 
㉗第十八課（助動詞“要／不用”、禁止を表す“不要／別”） 
 第十八課 復習 応用会話 
㉘単元復習 
㉙第十九課（比較の言い方、“一点儿”と“有点儿”） 
 第十九課 復習 応用会話 
㉚第二十課（年月日の言い方、お金の言い方、時点と時間） 
 第二十課 復習 応用会話 
㉛単元復習 
㉜第二十一課（動量詞、前置詞“給”、“用”） 
㉝第二十一課 復習 応用会話 
㉞第二十二課 単元復習 
㉟総合復習 
㊱総合復習 
㊲総合復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

中国語会話Ⅱ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 郭 麗影  〇  

教科書名 速修中国語初級会話 

出版社名 白帝社 

科目概要と学習のねらい 
本授業は、初めて中国語を学習する学生を対象とするものです。「読む」ことを授業の中心に置きます。

具体的には、教材に取り上げた会話内容を正しく読めると同時に、「聴写」、「黙写」の練習もよく行い

ます。その他、教材の日本語の訳文を参考にして、その中国語を書いてもらうようなトレーニングも行い

ます。一年間の学習を通して、日常的な文型及び文例などを簡単に文字で表現できるのが本授業のねらい

です。これを、耳（聴く）、口（話す）、目（読む）、指（書く）、つまり、われわれの身体で外国語を

覚える。これは皆さんにとってあまり馴染んでないかもしれませんが、自転車と同じで、身体で覚えたも

のは忘れません。身体で中国語を掴んでいきましょう。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①中国について、中国語について、 
②发音指导 1 
③发音指导 2、 
④发音总复习 
⑤第１課 您贵姓  生词  语法重点 

⑥第１課 您贵姓  生词  语法重点 
⑦第１課  您贵姓  熟读会话  背诵重要语句 
⑧第２課 你家有几口人   新出単語  语法重点 
⑨第２課 你家有几口人   新出単語  语法重点 

⑩第２課 你家有几口人  熟读会话  背诵重要语句 

⑪第３課 你是哪国人？   生词  语法重点 
⑫第３課 你是哪国人？   生词  语法重点 
⑬第３課 你是哪国人？  熟读会话  背诵重要语句 

⑭第４課 今天真热  生词  语法重点 
⑮第４課 今天真热  生词  语法重点 

⑯第４課 今天真热   熟读会话  背诵重要语句 

⑰第５課 现在几点了？  生词  语法重点 

⑱第５課 现在几点了？  熟读会话  背诵重要语句 

     总复习 

⑲前期テスト 

 

⑳第 6 课  给我看看  生词  语法重点 
㉑第 6 课  给我看看  熟读会话  背诵重要语句 
㉒第 7 课  我想换钱    生词  语法重点 
㉓第 7 课  我想换钱     熟读会话  背诵重要语句 
㉔第 8 课  你哪儿不舒服   生词  语法重点 

㉕第 8 课  你哪儿不舒服  熟读会话  背诵重要语句 
㉖第 6 课、第 7 课、第 8 课的综合练习 
㉗第 6 课、第 7 课、第 8 课的综合练习 
㉘第 9 课  寄到哪儿？    生词  语法重点 
㉙第 9 课  寄到哪儿？    熟读会话  背诵重要语句 
㉚第 10 课  你汉语说得怎么样？ 生词  语法重点新 
㉛第 10 课  你汉语说得怎么样？   熟读会话  背诵重

要语句 
㉜第 11 课  你喜欢上网聊天吗？生词  语法重点 
㉝第 11 课  你喜欢上网聊天吗？  熟读会话  背诵重

要语句 
㉞第 12 课  酒席订好了吗？生词  语法重点 
㉟第 12 课  酒席订好了吗？  熟读会话  背诵重要语

句 

㊱第 12 课  酒席订好了吗？  熟读会话  背诵重要语

句 
㊲总复习 

㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

中国語リスニングⅠ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 庄山 好子  〇  

教科書名 プリント 

出版社名 - 

科目概要と学習のねらい 
先生の生の中国語を聞かせ、発音要領を説明し、練習したあと、テプを聞いて練習問題を解けます。その

後ビデオで老若男女いろんな人の会話を聞き取れるようにもっていきます。4 級程度のヒアリングができ

ることを目標とします。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 
①プリント １ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
②プリント １ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
③プリント ２ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 1～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
④プリント ２ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 1～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
⑤プリント ２ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 1～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
⑥プリント ３ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 1～10・長文に対する疑問 
⑦プリント ３ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 1～10・長文に対する疑問 
⑧プリント ４ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
⑨プリント ４ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
⑩プリント ５ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 

      一問一答 １～10・長文に対する疑問 
⑪プリント ５ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
      一問一答 １～10・長文に対する疑問 
⑫プリント ５ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
      一問一答 １～10・長文に対する疑問 
⑬プリント ６ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 1～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
⑭プリント ６ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 1～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
⑮前期復習 
⑯前期復習 
⑰前期復習 
⑱前期復習 
⑲前期テスト 

⑳プリント ７ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
㉑プリント ７ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
㉒プリント ８ 新出単語(中国語検定 4 級以上頻出単語)学習 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
㉓プリント ８ 新出単語(中国語検定 4 級以上頻出単語)学習 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
㉔プリント ８ 新出単語(中国語検定 4 級以上頻出単語)学習 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
㉕プリント ９ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語)  

      一問一答 １～10・長文に対する疑問 
㉖プリント ９ 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語)  
      一問一答 １～10・長文に対する疑問 
㉗プリント 10 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10 ※コツ、要領指導 
㉘プリント 10 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10 ※コツ、要領指導 
㉙プリント 10 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10 ※コツ、要領指導 
㉚プリント 11 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
㉛プリント 11 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
㉜プリント 12 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
㉝プリント 12 新出単語学習(中国語検定 4 級以上頻出単語) 
       一問一答 １～10・長文に対する疑問 
       ※コツ、要領指導 
㉞後期復習 
㉟後期復習 
㊱後期復習 
㊲後期復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

中国語文法Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 司馬 黎  〇  

教科書名 Ｗｈｙ？にこたえるはじめての中国語の文法書＜新訂版＞ 

出版社名 同学社 

科目概要と学習のねらい 
この授業はトレーニングペーパーの方式で、中国語の基本文法をマスターする構成になっているのです。

日常生活によく使われる単語や表現を中心にとりいれ、実際の場面で中国語を使える会話の実力をやしな

うように心がけましょう。何度も何度も繰り返し練習することをとおして、次第に身につけます。とくに

初歩の段階では、模倣と反復が大切です。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

①中国語の発音 
②第一課 名詞、数詞、量詞 
 常用量詞説明 
 ドリル 1 
③第一課 名詞、数詞、量詞 
 常用量詞説明 
 ドリル 1 
④第ニ課 時間、年月日、お金 
 年月日、お金ミニテスト 
 ドリル 2 
⑤第ニ課 時間、年月日、お金 
 年月日、お金ミニテスト 
 ドリル 2 
⑥第ニ課 時間、年月日、お金 
 年月日、お金ミニテスト 
 ドリル 2 
⑦第三課 指示代詞、人称代詞 
 ドリル 3 
⑧第三課 指示代詞、人称代詞 
 ドリル 3 
⑨第三課 指示代詞、人称代詞 
 ドリル 3 
⑩第四課 数のいろいろ 
 ドリル 4 
⑪第四課 数のいろいろ 
 ドリル 4 
⑫第四課 数のいろいろ 
 ドリル 4 
⑬第五課 いろいろな形容詞と区別詞 
 形容詞＋的＋名詞 
 ドリル 5 
⑭第五課 いろいろな形容詞と区別詞 
 形容詞＋的＋名詞 
 ドリル 5 
⑮第五課 いろいろな形容詞と区別詞 
 形容詞＋的＋名詞 
 ドリル 5 
⑯総合復習 
⑰総合復習 
⑱総合復習 
⑲前期テスト 

⑳第六課 形容詞述語文 
 形容詞の否定・形容詞の疑問文、形容詞の選択疑問文 
 ドリル 6 
㉑第六課 形容詞述語文 
 形容詞の否定・形容詞の疑問文、形容詞の選択疑問文 
 ドリル 6 
㉒第六課 形容詞述語文 
 形容詞の否定・形容詞の疑問文、形容詞の選択疑問文 
 ドリル 6 
㉓第七課 動詞述語文 
 動詞述語文の否定文、疑問文の作り方 
 ドリル 7 
㉔第七課 動詞述語文 
 動詞述語文の否定文、疑問文の作り方 
 ドリル 7 
㉕第七課 動詞述語文 
 動詞述語文の否定文、疑問文の作り方 
 ドリル 7 
㉖第八課 動詞述語文“是” 
 動詞＋的 
 ドリル 8 
㉗第八課 動詞述語文“是” 
 動詞＋的 
 ドリル 8 
㉘第八課 動詞述語文“是” 
 動詞＋的 
 ドリル 8 
㉙第九課 存在の表現 
 “有”、“在”、 
 ドリル 9 
㉚第九課 存在の表現 
 “有”、“在”、 
 ドリル 9 
㉛第九課 存在の表現 
 “有”、“在”、 
 ドリル 9 
㉜動詞＋的 
㉝動詞＋的 
㉞ドリル 8 
㉟ドリル 8 
㊱総合復習 
㊲総合復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

中国語検定対策Ⅰ・Ⅱ 

前期 ２ 
4(76)  

後期 ２ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 庄山 好子  〇  

教科書名 改訂版 合格奪取! 中国語検定 準 4 級 トレーニングブック 

出版社名 アスク出版 

科目概要と学習のねらい 
発音と単語を中心に、文法はゆっくり、分かりやすく、授業 を展開していきます。単語の読み、意味を説

明しながら、用法まで、印象的に暗記させます。後期は、たくさんの問題を通して学習します。｢ナゼ｣と

「どして｣の形で、文法を学習します。決まり文句もあります。問題のこつをつかみ、解け方にも工夫しま

す。検定の 4・３級の合格に目指しましょう。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

第１部第１部第１部第１部    
第１章  リスニング 
①１．短文問題（一問一答） 
②２．短文問題（会 話） 
③３．長文問題 
④３．長文問題 
第２章  筆 記 
⑤１．声調調の組み合わせ 
⑥２．発音と声調 
⑦３．空欄補充 
⑧ ①．動詞・助動詞 
⑨ ②．数量詞 
⑨ ③．介詞 
⑩ ④．副詞 
⑪ ⑤．量詞 
⑫ ⑥．補語 
⑬ ⑦．疑問代詞 
⑭ ⑧．受身・使役の表現 
⑮ ⑨．状態や、動作の階段を表す表現 
⑯ ⑩．複文・構文 
⑰ ⑪．その他 
⑱前期復習 
⑲前期テスト 
 

４．語順の並べ替え 
⑳  ①．介詞・動詞 
㉑  ②．副詞 
㉒  ③．補語 
㉓  ④．離合動詞  
㉔  ⑤．疑問文量     
㉕  ⑥．連動文  
㉖  ⑦．比較分 
㉗  ⑧．「把」構文 
㉘  ⑨．複文・構文ほか 
㉙  ⑩．その他 
㉚５．長文読解  
㉛５．長文読解 
㉜６．中国語訳 
㉝６．中国語訳 
第２部第２部第２部第２部    
 ３級の模擬問題 
㉞問題１ 
㉟問題２ 
㊱問題３ 
㊲後期復習 
㊳後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

基礎韓国語Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 田 峻哲  〇  

教科書名 韓国語初級[改訂版] 

出版社名 白帝社 

科目概要と学習のねらい 
初めての韓国語学習者を対象としたクラスです。韓国語の文字である「ハングル」の読み書きを覚えるこ

とから始めます。ハングルの読み書きが確実に定着してきたら、基本的な文法項目を学習しながら、その

文法項目を活用し簡単な会話をたくさん練習していきます。授業は日本語と韓国語で行い、日韓両言語の

類似点と相違点等を比較しながらできるだけ分かりやすく進めていきます。そして、韓国の文化や事情等

にも少し触れながら楽しく進めていきます。前期はハングルの読み書きができること、自己紹介と挨拶、

簡単なフレーズ等ができることをその目標とし、後期は学習した文法項目を応用して、丁寧表現と尊敬表

現、過去表現等ができることをその目標とします。なお、授業計画はおおよそ以下のとおりですが、場合

によって若干変わることもあります。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

① 基本母音字  
② 基本子音字 
③ 平音・激音・濃音 
④ 合成母音字 
⑤ 終声子音字 
⑥ 連音 
⑦ 連音 
⑧ かなのハングル表記法 
⑨ 14 課「私は学生です」 助詞「は」と指定詞

「である」 
⑩ 15 課「あの方はだれですか」 助詞「が」と指

定詞「ではない」 
⑪ 16 課「これは何ですか」 
⑫ 指示代名詞「こ・そ・あ・ど」と形式名詞「も

の」 
⑬指示代名詞「こ・そ・あ・ど」と形式名詞「も

の」 
⑭ 17 課「ここはどこですか」 
⑮ 存在詞と助詞「に」 
⑯ 位置関係のことばと助詞「と」 
⑰ 用言の活用「ハムニダ体」 
⑱ 用言の活用「ハムニダ体」 
⑲ 前期テスト 

⑳ 前期の復習 
㉑ 第 18 課「今日は何をしますか」 
㉒ 用言の否定表現と助詞「を・へ・で」  
㉓ 第 19 課「土曜日は何をなさいますか」 
㉔ 曜日と尊敬表現  
㉕ 曜日と尊敬表現  
㉖ 第 20 課「今日は何月何日ですか」  
㉗ 漢数詞と年月日  
㉘ 第 21 課「何時に起きますか」 
㉙ 固有数詞と時間関係のことば  
㉚ 第 22 課「どこに行かれますか」  
㉛ 第 22 課「どこに行かれますか」 
㉜ 用言の活用「ヘヨ体」 
㉝ 第 23 課「昨日は私の誕生日でした」  
㉞ 用言の活用「過去形」 
㉟ 発音変化と助詞の整理 
㊱ 作文「私の家族」 
㊲ 作文「私の家族」 
㊳ 後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

コミュニケーション韓国語Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 田 峻哲  〇  

教科書名 新装版 できる韓国語 初級Ⅰ 

出版社名 アスク出版 

科目概要と学習のねらい 
韓国語の「話す」「聞く」「読む」「書く」といった四つのコミュニケーション能力を早い段階から身に

つけたい学習者を対象としたクラスです。授業は日本語と韓国語で行い、日韓両言語の類似点と相違点等

を比較しながらできるだけ分かりやすく進めていきます。そして、韓国の文化や事情等にも少し触れなが

ら楽しく進めていきます。前期は「ハングル」の読み書きができることと指定表現と位置関係を使った存

在表現等ができることをその目標とします。後期は学習した語彙と文法項目をさらに応用し、丁寧を始め

とした尊敬表現、過去・希望・理由・逆説・条件・勧誘表現等まで幅広い表現ができることをその目標と

します。なお、授業計画はおおよそ以下のとおりですが、場合によって若干変わることもあります。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

① 基本母音字  
② 基本子音字 
③ 平音・激音・濃音 

④ 平音・激音・濃音 
⑤ パッチム 
⑥ 合成母音字 
⑦ 連音  
⑧ 日本語のハングル表記 
⑨ 教室用語と挨拶   
⑩ 第 1 課「私は日本人です」と指定詞 
⑪ 第 2 課「日本人ではありません」と語彙「職業」 
⑫ 第 3 課「それは何ですか」と語彙「私の部屋」 
⑬ 第 4 課「約束があります」と存在詞と語彙「場

所」 
⑭ 第 5 課「会社はどこにありますか」と語彙「位置

関係」 

⑮ 第 1 課～5 課までの復習 
⑯ 第 1 課～5 課までの復習 
⑰ 第 6 課「週末は何をしますか」と語彙「基本動

詞」 
⑱ 第 6 課「週末は何をしますか」と語彙「基本動

詞」 
⑲ 前期テスト 

⑳ 前期の復習 
㉑ 第 7 課「そんなに遠くありません」と語彙「形容

詞」 

㉒ 第 8 課「いつ行きますか」漢数詞  
㉓ 第 9 課「釜山までどうやって行きますか」用言の

活用「ヘヨ体」 
㉔ 第 10 課「何時からですか」固有数詞 
㉕ 第 6 課～10 課までの復習  
㉖ 第 11 課「いつ日本に来ましたか」過去表現 
㉗ 第 12 課「お名前は？」尊敬表現 
㉘ 第 13 課「どちらへいっていらっしゃいましたか」  

過去尊敬表現  
㉙ 第 14 課「日本と韓国は似ているけど・・」確認と

逆説表現  
㉚ 第 15 課「温泉に行きたいです」希望表現 
㉛ 第 11 課～15 課の復習 

㉜ 第 16 課「プレゼントを買うので・・」理由・原因

表現 
㉝第 16 課「プレゼントを買うので・・」理由・原因表

現 
㉞ 第 17 課「結婚式に何を着ていけば・・」許可と条

件表現 
㉟第 17 課「結婚式に何を着ていけば・・」許可と条件

表現 
㊱ 第 18 課「食事でも一緒にしましょうか」勧誘表現 
㊲ 第 18 課「食事でも一緒にしましょうか」勧誘表現 
㊳ 後期テスト 
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科目名 開講時期 単位数(時数) 備考 1 

韓国語検定対策Ⅰ 

前期 １ 
2(38)  

後期 １ 

語学科目 専門科目 教養科目 

担当講師名 田 峻哲  〇  

教科書名 「ハングル」検定公式ガイド 合格トウミ 初級編 

出版社名 ハングル能力検定協会 

科目概要と学習のねらい 
「ハングル」能力検定試験 5～4 級及び韓国語能力試験Ⅰ(初級)の合格を目指している学習者を対象とした

クラスです。前期はハングルの読み書きと基本文法をはじめとした比較的に使用頻度の高い基礎語彙を集

中的に覚えていきます。後期は「ハングル」能力検定試験の過去の既出問題を用い、筆記問題と聞き取り

問題を繰り返し解きながら語彙と文法事項等を同時に学習します。授業は日本語と韓国語を交えて行い、

日韓両言語の類似点と相違点等を比較しながら分かりやすく進めていきます。約 500～600 語の単語や文

型からなる文を理解できることと 80 点以上の点数で合格できることをその目標とします。なお、授業計画

はおおよそ以下のとおりですが、場合によって若干変わることもあります。 

成績評価の方法 出席 10%(総時間数の 80%以上必要)+定期試験 90%=成績 100%(60%以上合格) 

－年間授業計画表－ 

授業内容（前期） 授業内容（後期） 

① 基本母音字  
② 基本子音字 
③「身体」に関する語彙と疑問詞「何」と指定詞 
④ 平音・激音・濃音 
⑤ 平音・激音・濃音 
⑥ 合成母音 
⑦「家族」に関する語彙と疑問詞「だれ」と存在詞 
⑧ 終声子音字 
⑨「国名」に関する語彙と疑問詞「どこ」 
⑩ 連音 
⑪「職業」に関する語彙 
⑫ 漢数詞と固有数詞 
⑬「自然」に関する語彙と助詞 1 
⑭「場所」に関する語彙と助詞 2 
⑮「食べ物」に関する語彙と用言の活用「ハムニダ

体」 
⑯「食べ物」に関する語彙と用言の活用「ハムニダ

体」 
⑰「動物・乗り物」に関する語彙と用言の活用「ヘ

ヨ体」 
⑱「動物・乗り物」に関する語彙と用言の活用「ヘ

ヨ体」 
⑲ 前期テスト 

⑳ 5 級過去問題「筆記」と発音の変化 1 
㉑ 5 級過去問題「聞き取り」と発音の変化 2 
㉒ 5 級過去問題「筆記」と用言の不規則活用 1 
㉓ 5 級過去問題「聞き取り」と用言の不規則活用 
㉔ 5 級過去問題「筆記」と用言の不規則活用 3 
㉕ 5 級過去問題「聞き取り」と動詞の連体形 
㉖ 5 級過去問題「筆記」と形容詞の連体形 
㉗ 5 級過去問題「聞き取り」と反対形容詞 
㉘ 4 級過去問題「筆記」と意志表現 
㉙ 4 級過去問題「聞き取り」と縮約形 
㉚ 4 級過去問題「筆記」と願望表現 
㉛ 4 級過去問題「聞き取り」と推量表現 
㉜ 4 級過去問題「筆記」と感嘆表現 
㉝ 4 級過去問題「聞き取り」と仮定表現 
㉞ 4 級過去問題「筆記」と逆説表現 
㉟ 4 級過去問題「聞き取り」と婉曲表現 
㊱ 4 級過去問題「筆記」と慣用句 
㊲ 4 級過去問題「筆記」と慣用句 
㊳ 後期テスト 

 


