科目名

実用英語（TOEIC）

科目コード

3004

英文表記

Practical English（TOEIC）

2013年1月31日

教員名：角田キャティ技術職員名：

作成

対象学科／専攻コース

学年

必・選

履修・学修

単位数

全学科

3年

必

履修

2単位

授業形態 授業期間
演習

通年

YL2.0程度の英文を目で追いながら、テープが読み上げるスピードで理解することができる速読力を
身につける。一授業時間に3000語以上の多聴を行い、TOEIC Bridgeのリスニング部門に対応できる
科目目標
聴解力を身につける。ある程度筋道だった内容の事柄を、英語で表現できるようになる。シャドーイ
ングにより正しい発音とリスニング力を強化する。単語力をつける。
前期評価：前期試験２0％＋TOEIC Bridge IP テストリスニング部門20％ + 発表２0％＝前期10%後期
総合評価 １０％) +シャドーイングテスト10％ + 英単語の小テスト20％ + 多聴ログの記録結果10％
学年末評価は前期評価と後期評価の平均で行い，60％以上を合格とする．
科目達成度目標（対応するJABEE教育目標）

目標割合

YL2.0程度の英文を目で追いながら、
テープが読み上げるスピードで理解するこ ⇒
とができる速読力を身につける。

前期試験や外部試験(TOEIC Bridge
IP テストリスニング部門)

40%

一授業時間に3000語以上（年間90000語
以上）の多聴を行い、TOEIC Bridgeのリス ⇒
ニング部門に対応できる聴解力を身につけ
る

達成度を多聴ログで評価する。

10%

ある程度筋道だった内容の事柄を、英語
で表現できるようになる。

⇒

達成度を発表で評価する。

20%

④

シャドーイングにより正しい発音とリス
ニング力を強化する。

⇒

達成度をシャドーイングテストで評
価する。

10%

⑤

単語力をつける。

⇒

英単語の小テスト

20%

①
科目目標
達成度と ②
JABEE目
標との対
応
③

本科・専攻科
教育目標

達成度目標の評価方法

1

2

3

4

◎

○

○
評価方法と評価項目および関連目標に対する評価割合
目標との関連

定期試験

小テスト

レポート

40
40

20
20

0

その他（演習課題・
発表・実技・成果物
等）

総合評価

40

セルフチェック

100
60
①⑤
応用力（実践・専門・融合）
0
社会性（プレゼン・コミュニケーション・PBL） ③④
30
30
主体的・継続的学修意欲 ②
10
10
授業概 ・ 多読図書の音声教材やCDなどのマルチメディアを利用した多聴学習および音読練習（リピーティ
要、方針、 ング・オーバーラッピング・シャドーイングなど）を行う。多聴語数は毎回、ログファイルに記録する。
履修上の ・ アウトプットの練習として英語による発表やシャドーイングを行う。
・ TOEIC Bridge の出題形式に慣れ、TOEIC Bridge IPテストに備える。
注意
評価項目

基礎的理解

・「受けてみよう！TOEIC BRIDGE テスト完全模試３回分」（アスクし出版）
・「速読英単語入門編 改訂版」（Ｚ会出版）
教科書・
・「新TOEICテスト直前の技術」（アルク）
教材
・ 多読図書音声教材(SCHOLASTIC、Graded Readersなど)
・ マルチメディア教材（Oxford Reading Tree CD-ROM (Stage6-9)、DVDなど）

授
授

週

1

業

項

目

授業のイントロダクション
多聴、音読練習

2 音読練習、多聴学習
3

確認テストおよび音読練習
多聴学習

4 音読練習、多聴学習
5

確認テストおよび音読練習
多聴学習

6 音読練習、多聴学習
7

確認テストおよび音読練習
多聴学習

8 音読練習、多聴学習
9

確認テストおよび音読練習
多聴学習

音読練習、発表、多聴学習
10 音読練習、TOEIC Bridge テ
スト準備
確認テストおよび音読練習
11 多聴学習、TOEIC Bridge テ
スト準備
12

音読練習、多聴学習、TOEIC
Bridge テスト準備

確認テストおよび音読練習
13 多聴学習、TOEIC Bridge テ
スト準備
14

シャドーイングテスト
多聴学習

15 TOEIC Bridge テスト準備
期末

期末試験

時間

業

計
授

画
業

内

容

自学自習 セ
（予習・復 ルフ
習）内容 チェ

2

・シラバスを用いて、本年度の授業の到達目
標、授業の進め方、評価の仕方などの説明を行う。
・多読図書と音声教材による多聴と音読練習

2

・速単（Ch. 30-31 pp.146-153）音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

速読英単語 (pp.146-153）

2

・速単（pp.146-153）確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

速読英単語（pp.146-153）

2

・速単（Ch. 32-33 pp.154-163）音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

速読英単語（pp.154-163）

2

・速単（pp.154-163）確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

速読英単語（pp.154-163）

2
2
2
2

・速単（Ch.34-35 pp.164-171）音読練習
・TOEIC Bridge 問題集 (pp.14-23)
・多読図書と音声教材などを用いた多聴
・速単（pp.164-171）確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴
・速単（Ch. 36-37 pp.172-179）音読練習
・TOEIC Bridge 問題集 (pp.24-39)
・多読図書と音声教材などを用いた多聴
・速単（pp.172-179）確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

なし

速読英単語（pp.164-171）

速読英単語（pp.164-171）

速読英単語（pp.172-179）

速読英単語（pp.172-179）

2

・発表（２－3分間スピーチ）
・速単（Ch. 38-39 pp180-189）音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

スピーチ準備

2

・発表（２－3分間スピーチ）
・速単（pp180-189）確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

スピーチ準備

2

・発表（２－3分間スピーチ）
・速単（Ch.40-41 pp.190-197）音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

スピーチ準備

2

・発表（２－3分間スピーチ）
・速単(pp.190-197）確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

スピーチ準備

2

・シャドーイングテスト
・TOEIC Bridge 問題集 (pp.52-66)

シャドーイング

2

・TOEIC Bridge 問題集 (pp.42-51)
・TOEIC Bridge Practice Test 解答・解説

TOEIC Bridge テスト準備

[2] TOEIC Bridge問題等

16 TOEIC Bridge テスト準備

2

TOEIC Bridge 問題集 (pp.68-77)
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

TOEIC Bridge テスト準備

17 TOEIC Bridge テスト準備

2

TOEIC Bridge 問題集 (pp.78-92)
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

TOEIC Bridge テスト準備

2

TOEIC Bridge Practice Test 解答・解説
・速単（Ch. 42-43 pp.198-209）音読練習

TOEIC Bridge テスト準備

2

・速単（ pp.198-209）確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

速読英単語（pp.198-209）

2

・速単（Ch. 44-45 pp.210-219）音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

速読英単語（pp.210-219）

2

・速単（pp.210-219）確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

速読英単語（pp.210-219）

2

・速単（Ch.46-47 pp.226-227）音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

速読英単語（pp.278-285）

後期中間試験（行事予定で
週変更可）

2

TOEIC Bridge テスト

TOEIC Bridge テスト準備

24 音読練習、発表、多聴学習

2

・速単（pp.226-227）確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

速読英単語（pp.226-227）

25 音読練習、発表、多聴学習

2

・シャドーイングテスト
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

シャドーイング

26 音読練習、発表、多聴学習

2

・発表（５－６分間プレゼン）
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

プレゼン準備

27 音読練習、発表、多聴学習

2

・発表（５－６分間プレゼン）
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

プレゼン準備

28 音読練習、発表、多聴学習

2

・発表（５－６分間プレゼン）
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

プレゼン準備

29 音読練習、発表、多聴学習

2

・速単（pp.198-227）総合確認テスト、音読練習
・多読図書と音声教材などを用いた多聴

2

・英語字幕を読みながら映画鑑賞

18 TOEIC Bridge テスト準備
確認テストおよび音読練習
19 多聴学習、TOEIC Bridge テ
スト準備
音読練習、多聴学習、TOEIC
20
Bridge テスト準備
確認テストおよび音読練習
21 多聴学習、TOEIC Bridge テ
スト準備
音読練習、多聴学習、TOEIC
22
Bridge テスト準備
23

30

映画鑑賞

学習時間合計 60
実時間
自学自習（予習・復習）内容（学修単位における自学自習時間の保証）

個人のスピーチ, 速読英単語（pp.226-227）

なし
45
標準的所用時間（試行）

各２時間×３０

備考欄

