
講義 H22通年 学習教育
目標 Iain Macleod 学科 

学年 

全学年 
1年生 

科目 

分類 

英語 C 
English 

Conversation 必修 １単位 4 
担当 

イアン マクレオドゥ 

概 要 
中学３年間で学習した内容の英語を駆使しスピーキングに力を入れ、話す英語を習得

するコース。 

科目目標 

（到達目標） 

基本的な日常会話（自分の事、家族のこと、人物描写，いろいろな職業、毎日の過ご

し方、過去形、海外の国々、現在完了形、未来形、道案内、学校生活、日本の文化に

ついて、一千万までの大きな数字等）を話せるようにする。 

教科書 

器材等 
Talk a Lot /Book One 

評価の基準と 

方法 
定期試験 80% 授業態度10% 課題10%で算出し、60点以上を合格とする。 

関連科目  

授業計画 

 参観 （授業は原則として教員が自由に参加できますが、参観欄に×印がある回は参観できません。） 

第 1回  Introduce yourself 
第 2回  Unit 1 Talkopoly, Wh-questions, Getting to know your teacher 
第 3回  Unit 1 Ask interview questions (Where do you live?...) 
第 4回  Unit 2 Talk about your likes & dislikes, Agree (So do I.) or Disagree  
第 5回  Unit 2 Discussion about Interests. How often? Abilities: Do you know how to type? 
第 6回  Unit 3 Talking about Family: Do you have any brothers or sisters? 
第 7回  Unit 3 Questions about family: Do you look more like your mother or your father? 
第 8回 x 中間試験 Oral test 

第 9回  Unit 4 Taking about People: Vocabulary for describing people( medium-length etc) 
第10回  Unit 4 What does s/he look like? Present Progressive Mime. 
第11回  Unit 4 More mime with new vocabulary. Picture Differences Race What is it doing? 
第12回  Unit 5 Talking about Work: What’s your dream job? (I’d like to be a ) Occupations 
第13回  Unit 5 Telling Time: 1:50=ten to two, Work Interview: When is your break time? 
第14回  Unit 6 The past tense. Did and Didn’t (I met my friend. I didn’t do my homework.) 
第15回 × 前期末試験 Oral Test 

第16回  Unit 6 Used to (I used to play the piano.) The past tense game. 
第17回  Unit 7 Talking about Sports: What’s sport that you don’t like? Why? It’s too slow 
第18回  Unit 8 Country, Nationality & Language,  
第19回  Dialogue Presentation 

第20回  Unit 9 The present perfect, Pronunciation: Past tense & Past participles 
第21回  Unit 9 The present perfect game (Have you ever gone skiing before?) 
第22回  Unit 9 Learn the time expressions (once-twice-a few times-lots of times) 
第23回  Unit 10 Prepositions of place (under, on the wall, in the cupboard) 
第24回 × 中間試験 Oral Test 

第25回  Unit 10 Where’s the bus station? , Asking how to get somewhere. 
第26回  Dialogue Presentation 

第27回  Unit 11 Restaurant reservations Pronunciation: Syllable Stress & the z sound 
第28回  Unit 11 Making plane reservations, Reconfirming a flight 
第29回  Unit 12 Talking about Japanese Things, Describing places in Japan. 
第30回 × 後期末試験 Oral Test 

オフィス 

アワー 
担当者より、第1回のガイダンス時に説明する。 

授業アンケー

トへの対応 
見やすい板書を心がける。 

備 考  

更新履歴  20100310 新規 

 


