
フォームの始まり 

実践英語 

責任者・コーディネーター  
外国語学科英語分野 James Hobbs 准教授 

外国語学科英語分野 柳谷 千枝子 助教 

担当講座・学科(分野) 外国語学科英語分野  

担 当 教 員 柳谷 千枝子 助教  

対 象 学 年  1  

区分・時間数 講義 21 時間  

期 間 前期  

 

・学習方針（講義概要等） 

このコースは TOEIC スコア 500 を目指す学生を対象に、演習形式で試験対策に必要な知識や語彙に

ついて学びます。授業では受講者がリスニングとリーディング（文法および、読解）をバランスよく

学習できるよう配慮し、基礎問題からワンステップ上の実践問題まで取り組む予定です。テキストの

他に、副教材として実際に TOEIC の試験で使用される CD を聴きます。トランスクリプションを通じ

て TOEIC 特有の英語表現を確認し、ネイテイヴスピードの英語に慣れる訓練も取り入れます。 

リーディングパートでは、空所補充、ビジネス文書、広告、通知文等の文章題を解きながら、限られ

た時間内で情報を処理する能力を身に付けることを第一の目標にし、文法、構文、イディオム、

TOEIC 頻出英単語についてもさらなる理解を深めていきます。 

 

・一般目標（GIO） 

TOEIC の基礎知識を習得し、それを運用する能力を育成する。 

 

・到達目標（SBO） 

1. 限られた時間内で情報処理する能力を身に付ける。 

2. TOEIC 特有の語彙、英語表現を習得する。 

3. 社内文書、広告、通知文、E-mail 等の文章題を通じてビジネス英語を理解する。 

4. ネイテイヴスピードの英語に慣れる。 

5. TOEIC のリスニング内容を理解する。 

 

 

 

 



・講義日程 
【（矢）東 2-E 講義室】 

 

月日 曜日 時限 講座(学科) 担当教員 講義内容 

4/16 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Introduction, Computers and Society 

4/23 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Business Transaction 

4/30 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  At the Office 

5/7 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Eating and Drinking 

5/14 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Shopping 

5/21 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Accidents & Crimes 

5/28 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Teaching & Learning 

6/4 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Medicine & Hospitals 

6/11 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Finance & Banks 

6/18 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Economy & Industry 

6/25 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Geography & Travels 

7/2 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Weather & Climate 

7/9 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Entertainment 

7/16 水  1  英語分野  柳谷 千枝子 助教  Cars and Society 

 

 

 

 

 



・教科書・参考書等 

教：教科書   参：参考書   推：推薦図書 

 

 書籍名 著者名 発行所 発行年 

教  
Total Strategy for the TOEIC 

Test  
Takayuki Ishii 他 SEIBIDO（成美堂） 2006 

 

・成績評価方法 

出席状況・授業時の参加態度、予習を含む平常点（30％）小テスト（20％）期末試験（50％）の

割合で評価を行う。  

 

・授業に使用する機器・器具と使用目的 

 

使用区分 機器・器具の名称 台数 使用目的 

講義  ノート型 PC（東芝） 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  ノート型 PC（富士通）FMV-ＮＦ40Ｗ 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  ノート型 PC（Panasonic）R7/U7600 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  ノート型 PC（Apple）NA877J/A 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  ノート型 PC（SONY）VGC-LN52JGB 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  ノート型 PC（NEC）PC-YV22AEDAMBL6 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  PC（Apple）iMac27/3.20GHzCorei3 1  資料作成  

講義  ノート型 PC（Panasonic）CF-J9/LUDDDS 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  iPod（Apple） 5  リスニング、課外自習等  

講義  CD ／DVD プレーヤー 4  リスニング、DVD 教材視聴覚用  



使用区分 機器・器具の名称 台数 使用目的 

講義  ノートパソコン（Mac Book Air CTOZOJK） 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  HD ビデオカメラ一式（Canon・M52） 1  講義資料作成  

講義  ノートパソコン（富士通・PH50/E） 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  ノートパソコン（富士通・MH30/G） 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  
デスクトップパソコン（iMac27・ZOJN CTO 

Education） 
1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  ノートパソコン（Panasonic・CF-J9LLUDDDS） 1  資料作成、講義プレゼン用  

講義  液晶プロジェクター（SONY・VPL-EW7） 1  講義プレゼン用  

フォームの終わり 


