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第7回

第8回

高校卒業レベル程度の、基本的英語知識（文法・語彙・構文）

１．学生はネイティブスピーカーがある程度の速さで話す英語を聞き取ることができるようにする。　　２．常に、積極的
に英語を話そうとする意識を持ちスピーキング力向上の努力を怠らない。　　３．試験はスピーキングを中心に行うの
で授業中学習したことをしっかり復習する。

asking the location of a place; where do you live? Prepositions of location
Directions; go straight down/up this street name) and..

授業計画（プログラム授業は原則としてプログラム教員が自由に参観できますが、参観欄に×印がある回は参観で
きません。)

学習・教育目標の達成度検査

工学倫理の自覚と多面的考察力の養成
社会要請に応えられる工学基礎学力の養成

２履修単位

選択

講義 及びロールプレイ

第２視聴覚教室

語学

コース終了時には準中級レベルのスピーキング・リスニング力を身につけるように、テキストTalk a Lot Book two を
使用し、日常英会話を学習する。学生たちは、ネイティプスピーカーの英語に慣れ、また各種ペアワーク・グループ
ワーク,プレゼンテーションを通して話すことに焦点を当てた英会話を学ぶ。

準備学習(この授業を受講するときに前提となる知識)

Syl.-102595

Sub-102007140

100310

英語(選択：英会話)　English (English conversation)

通年

 IAIN MACLEOD  (イアン　マクレオドゥ)

全学科５年生

授業の概要(本教科の工学的、社会的あるいは産業的意味)

3.目標達成度試験の実施要領は別に定める。

産業現場における実務への対応能力と、自覚的に自己研鑽を継続できる能力
の養成

partner work; use map and describing missing place. Your neighborhood.
Draw a map of your neighborhood and describing.

Personal
Information

What's your first name? Do you like your name? Introducing oneself and
responding to an introduction.
Meeting  your classmate. Introduce several classmates use dialog. What's
your name again? …and you're…,right? Find someone who…lives alone.

complete the questions sentence. What do you do? How long does it take
you? Partner work. Which job suits you? I'd love to be…

Talking about work

Work interview

Giving Directions

comparative forms; slow-slower, I think X is … than Y. Comparing yourself
with a family member. I have more/less…then s/he does.

Making
Comparison
Comparing sports,
Superlatives

Ask where these
place are

工学専門知識の創造的活用能力の養成
国際的な受信・発信能力の養成

compare the sports using the words...exciting-boring, good exercise;
Soccer is better exercise than golf. Which sport do you think is X the most
Occupations; description the jobs. what do I do? I work in an office.
Vocabulary for describing personality; boring, emotional, lazy = I think I'm
..because;

授業目標

1. 該当する学習・教育目標についての達成度検査を、年度末の目標達成度試験を持って行う。
2. プログラム教科目の修得と、目標達成度試験の合格を持って当該する学習・教育目標の達成と
する。

サブテーマメインテーマ

Getting to know
each other

学習・教育目標



第9回 ×

第10回

第11回

第12回

第13回

第14回

第15回

第16回 ×

第17回

第18回

第19回

第20回

第21回

第22回

第23回

第24回

第25回

第26回

第27回

第28回

第29回

第30回 ×

評価方法：

評価基準：

教科書等

先修科目

関連サイトの
URL

授業アンケー
トへの対応

出席状況、授業の参加態度、３回の定期試験の結果を総合しておこなう。

３回の定期試験　８０％　　授業の参加態度　２０％　　自己評価　 若干

Examination

Talking about the
Past 1

課題

TEST

Traveling to Korea

TEST

giving a recipe; boil, bake, slice, describing foods; cooking.. You need…

talking about health; My throat hurts when …

Talking about food

Talking about
Health
Talking about
sickness

Talking about
Experiences

Examination

Listening travel Korea experience; How many times have you been there?
Making reservations; checking into a hotel; subway directions; Take the.
Have you ever ..? I've never.. I haven't either. / Me, neither. When was the
last time you. exercised?
talking about experiences; telling a story; Have you.. Recently? Eaten pizza;

Suggesting &
Inviting

suggesting;inviting;stating a preference; giving directions; telephone
expressions; why don't you..? I'd rather..

Travel English;
Restaurant

ordering a meal; will for intentions; I will have.. Hmm. That'll

what's the matter with me? Have a cold, feel very hot, cough, hiccups,
sneeze, How often do you get a cold?

Restaurant Role
play

restaurants; Use menu, check and how to count tips. How much should my
tip be? Do you accept visa?

Talking about the
Past 2

telling a story; I said.. Because while I was.. giving excuses;  Why were
you..ing? I was ..ing.

Talking about
experiences

Past progressive and simple past. I was ..ing…when I .. / about experience,
I remember once I was.. When..

Travel English;
Shopping

Buying.. I'm looking for.. Do you have any…? Can I try on?

Travel English;
dollar amounts

pronunciation of large numbers $1,275- 12-75/12-hundres,
75(dollars)/One thousand, two hundred (and) seventy-five

Giving Advice should, ought to, If were you, I'd..; supposed to; nonspecific you describing
Japanese food to a foreigner; chopsticks, takuan..you're not supposed to

TEST Examination

提出期限：出題した次の週
提出場所：授業開始直後の教室、またはクラス内で確認する。

出典：テキストTalk a Lot Book two

questionnaire; family matters; What would you do if .. How helpful are you?

Talk a Lot Book two

わかりやすい板書を心がける。

Talking about
Movies

describing a movie; suggesting; likes/dislikes; What kind of movie do you
like? It's a movie about.. Who../It's a ..story which takes place on..
Questions about TV How many hours of TV do you watch day? What's on
TV..? What channel is it on?

Talkopoly Review

評価方法と基準

Talking about TV

　http://cocet.nime.ac.jp/　COCET 3300
　https://nct-na.numazu-ct.ac.jp/anet2/ 　ALC NetAcademy2

総合英語Ａ、総合英語Ｂ、英語Ｗ、英語Ｃ

Talking about
Unreal Situations

second conditionals; word stress.;  If I had..I would.. If I were

Situations
question



1. 試験や課題レポート等は、JABEE 、大学評価・学位授与機構、文部科学省の教育実施検査に使
用することがあります。

備考
2. 授業参観されるプログラム教員は当該授業が行われる少なくとも1週間前に教科目担当教員へ
連絡してください。


