
講義 H23通年 学習教育
目標 Steven Wegner 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 

ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ｳｪｸﾞﾅｰ 

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，時刻の表現、毎日の過ごし

方、意見交換、嗜好、比較、外食、丁寧な依頼、学校生活等）を話せる事を目標にす

る。 

教科書 

器材等 
Person to Person 1（Oxford University Press） 

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  Unit 1 ‘nice to meet you’ introducing yourself, names, getting the name right 
第 2回  Unit 1 introducing yourself, asking someone’s occupation, addresses 
第 3回  Unit 1 introducing yourself, asking for more information, telephone and e-mail 
第 4回  Unit 2 ‘tell me about your family’ describing family, asking about age 
第 5回  Unit 2 talking about marital status and children, asking for a description 
第 6回  Unit 2 Talking about age, and describing clothing 
第 7回  Unit 3 ‘Do you know where it is?’ Asking where things are (formal), describing things 
第 8回 x Test 

第 9回  Unit 3 Asking where things are (informal), describing uses 
第10回  Unit 1-3 review 
第11回  Unit 4 ‘see you then’ talking about days and dates, 
第12回  Unit 4 Talking about starting and finishing times, describing locations 
第13回  Unit 4 Talking about opening and closing times, giving directions 
第14回  Unit 5 ‘How do you like the city?’ Talking about likes and dislikes 
第15回 × Test 

第16回  Unit 5 Agreeing and disagreeing with likes and dislikes, stating preferences 
第17回  Unit 6 ‘How about coming with us?’ accepting invitations, declining invitations 
第18回  Unit 6 Getting more information, suggesting another day 
第19回  Unit 6 Setting the time and place, changing plans, adding to plans 
第20回  Unit 4-6 review 
第21回  Unit 7 ‘Could you help me?’ getting and giving help, getting information 
第22回  Unit 7 asking prices, comparing things 
第23回  Unit 7 Comparing things and returning things 
第24回 × Test 

第25回  Unit 8 ‘And what would you like?’ Discussing the menu, ordering, adding extra info to order 
第26回  Unit 8 describing food, offering additional food and drink 
第27回  Unit 9’could I borrow that?’ making small requests, making larger requests 
第28回  Unit 9 complaining politely, requesting action or change 
第29回  Unit 7-9 review 
第30回 × Test 

オフィス 

アワー 
授業終了後。 

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  20110315 新規 

 


