
English Speaking & Listening 

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 

担当講座・学科 (分野 ) 外国語学科英語分野  

担 当 教 員 
James Hobbs 准教授、Erik Lutz 非常勤講師、Simon Townsend 非常勤講

師、Joseph Angerhofer 非常勤講師 

対 象 学 年 1  

区分・時間数 講義 21 時間  期 間 前期  

単 位 数 1 単位  

・学習方針（講義概要等） 

英語は世界共通語としての役割を果たし、種々の国際大会における講演、研究発表、質疑応答等は

英語で行われることが多い。外国語としての英語の学習は、英語圏の人々の文化やものの考え方を学

ぶことにとどまらず、広く世界を視野に入れることが必須である。そして幅広い読書を通して教養を

高め、発話と記述の両方において、堂々と英語で自己表現が出来るようになることが望まれる。 

・一般目標（GIO） 

The main aim of this course is to develop the speaking and listening skills necessary to communicate 

effectively in professional contexts with English speakers, both native and nonnative, both abroad and in 

Japan. 

・到達目標（SBO） 

1.Apply strategies to improve listening and speaking. 

2.Increase vocabulary related to medical topics. 

3.Express opinions on a range of topics. 

4.Deliver short presentations to an audience without reading from a script. 

5.Work together to discuss questions in pairs and groups. 

6.In speaking and listening, focus more on meaning/content, and less on structure/ form. 

・講義日程（クラス 1）                       （矢）東研究棟 SGL 教室 

ｸﾗｽ 月日 曜日 時限 講座(学科) 担当教員 講義内容 

C1  4/16 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(1) 



ｸﾗｽ 月日 曜日 時限 講座(学科) 担当教員 講義内容 

C1  4/23 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(2) 

C1  4/30 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(3) 

C1  5/7 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(4) 

C1  5/14 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(5) 

C1  5/21 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(6) 

C1  5/28 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(7) 

C1  6/4 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(8) 

C1  6/11 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(9) 

C1  6/18 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Speech preparation (1) 

C1  6/25 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Speech preparation (2) 



ｸﾗｽ 月日 曜日 時限 講座(学科) 担当教員 講義内容 

C1  7/2 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Oral assessment (1) 

C1  7/9 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Oral assessment (2) 

C1  7/16 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Review/ Exam preparation 

 

 

・講義日程（クラス 2）                       （矢）東研究棟 SGL 教室 

ｸﾗｽ 月日 曜日 時限 講座(学科) 担当教員 講義内容 

C2  4/16 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(1) 

C2  4/23 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(2) 

C2  4/30 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(3) 

C2  5/7 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(4) 

C2  5/14 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(5) 



ｸﾗｽ 月日 曜日 時限 講座(学科) 担当教員 講義内容 

C2  5/21 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(6) 

C2  5/28 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(7) 

C2  6/4 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(8) 

C2  6/11 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Topics in health and pharmacy 

(9) 

C2  6/18 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Speech preparation (1) 

C2  6/25 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Speech preparation (2) 

C2  7/2 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Oral assessment (1) 

C2  7/9 水  3  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Oral assessment (2) 

C2  7/16 水  4  英語分野 

Hobbs 准教授 

Lutz 非常勤講師 

Townsend 非常勤講師 

Angerhofer 非常勤講師 

Review/ Exam preparation 

 

 

 

 



・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 

指定の教科書・参考書はありません。必要な資料／プリントを冊子にまとめ、講義で配布する。  

・成績評価方法 

1.50% final exam  

2.30% oral assessment  

3.20% attendance/ performance in class/ homework  

・特記事項・その他 

1.学生を 2 グループに分け、クラス 1（C1）は水曜日の 3 時限目に、クラス 2（C2）は水曜日の 4 時 

限目に講義を行う。 

2.各クラスを 4 グループ（A・B・C・D）に分け、教員がグループをローテートする。 

3.講義室 

 A グループ：東研究棟・SGL3-5 号室 

 B グループ：東研究棟・SGL6-8 号室 

 C グループ：東研究棟・SGL35-37 号室 

 D グループ：東研究棟・SGL40-42 号室  

・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   

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  



使用区分 機器・器具の名称 台数 使用目的 

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  




