
  
 

 

英語 V γ 

(English Vγ) 

 

５年・通年・２学修単位(β)・選択必修 

 機械・電子制御工学科 

          担当 西川 幸余 

〔準学士課程(本科 1-5 年) 

学習教育目標〕 

(3) 

〔システム創成工学教育プログラム

学習・教育目標〕 

C-2 (80%), A-1 (20%) 

〔JABEE 基準〕 

 

f, a 
〔講義の目的〕 

学生が卒業後、就職や進学の場で、英語でコミュニケーションを図ることができるように、 

これまで学んできた英語の知識を活用しながら、speaking と listening を中心とした言語活 

動を通して、英語運用能力全般の力の向上をめざす。 

〔講義の概要〕 
英語で話す力を伸ばすために、モデルインプットとなるテキストを読んだり、聞いたりして 

から話したり、考えを書いてまとめてから話したりする言語活動を行う。自然な英会話ができ 

るように、conversation strategy や英語の発音の特徴について学ぶ。また、TOEIC テストの 

Listening section で用いられる英語表現についても学習する。 

  

〔履修上の留意点〕 
4 技能(speaking, listening, reading, writing)を適宜取り入れた言語活動を行うため、 

積極的に授業に参加し、自己の英語表現力の向上に努めて欲しい。語彙や役立つ表現を身につ 

けることが、英語表現力向上の鍵となるので、1つでも多く覚えていくようにする。辞書を必 

ず持参し、必要に応じて自主的に活用すること。 

〔到達目標〕 
 英語特有の会話表現や発音に親しみ、英語でコミュニケーションを積極的に図ることができる。

 英語で提示された情報を理解し、英語を介して自分の意見や感想を述べることができる。 
自らが考えた内容の文章を、英語で発表することができる。 

 

〔自己学習〕 

  英語の授業以外に、ＮＨＫテレビ・ラジオ語学番組、テレビやインターネットの英語ニュース番組、

 映画鑑賞などを通じて、楽しみながら、継続的に実践的英語力を磨くことを心がける。 

〔評価方法〕 
Class participation including tasks (40%)  Class presentations (30%)  Tests (30%) 

〔教 科 書〕 

   自作プリントを適宜配布する。 

 

〔補助教材・参考書〕 

  

〔関連科目・学習指針〕 
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講義項目・内容 

週数 講義項目 講義内容 自己 
評価＊

第１週  Introduction  授業概要の説明、現在の英語力測定  

第 2 週  Talking (1)  

第 3 週  Talking (2)  

第 4 週  Talking (3)  

第 5 週  Talking (4) 

 Talking about yourself, family, interests,  

 hobbies, memories and so on 

 

第 6 週  Review 1  Review of Week 1 to Week 5  

第 7 週  Mid-semester speeches   Making a speech  

第 8 週  Describing (1)  

第 9 週  Describing (2)  

第１0週  Describing (3)   

第１1週  Describing (4) 

 Describing buildings, things at home, 

 pictures, people you admire, and so on 

 

第１2週  Review 2  Review of Week 8 to Week 11  

第１3週  Dialogue creation  

第１4週  Dialogue creation 
 Make a pair or group dialogue  

 

第１5週  First semester presentations  Presentations in front of class  

 

第１6週  Opinion (1)  

第１7週  Opinion (2)  

第１8週  Opinion (3) 

 Expressing your opinion or idea 

 Offering advice and solutions to problems 

 

第１9週  Conversation strategy   Asking for a favor politely  

第 20 週  Review 3  Review of Week 16 to Week 19  

第 21 週  Mid-semester speeches  Making a speech  

第 22 週  Short presentation (1)  

第 23 週  Short presentation (2)  

第 24 週  Short presentation (3)  

第 25 週  Short presentation (4) 

 Practicing short presentations by oneself 

 or in group  

 

第 26 週  Review 4  Review of Week 22 to Week 25  

第 27 週  Final presentations   Presentations in front of class  

第 28 週  Discussion (1)  

第 29 週  Discussion (2)  

  

 Class or group discussion on various topics

  

第 30 週  Review 5  Review of Week 28 to Week 29  

 

＊４：完全に理解した, ３：ほぼ理解した, ２：やや理解できた, １：ほとんど理解できなかった, ０：まったく理解できなかった． 

 （達成） (達成) (達成) (達成) (達成) 
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