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国際学部 英語科目 授業内容 (2022 年度～) 

【必修科目】CASEC の成績を参考に 6 クラスに分かれます。 

1 セメ 

(必修) 

EIC101 EIC102 Integrated English 101  4 セメ 

(必修) 

EIC201 （2022 年度～） Integrated English 201 (2022 年度～ )  

Listening＋Speaking →Writing 

・オーラル・コミュニケーション入門 

（音声としての英語に慣れる、話そうと 

する態度の育成） 

・やり取り、短いスピーチ 

・自分の興味関心、日常生活、大学生活 

（キャンパス・勉強・クラブ） 

Reading → Speaking / Writing 

・訳読から内容理解への橋渡し 

・読んだ内容を口頭でレポートする・情報 

交換する 

・身近な問題、身の回りの社会問題に関し

て、critical thinking を通して英語で考

え表現する力を養う 

Listening + Speaking + Reading + 

Writing + 検定試験対策 

・4 技能 5 領域を統合させたコミュニケー

ションとして英語使用 

・TOEIC や英検での得点アップにもつな

がる学習習慣の確立 

Listening + Speaking + Reading + 

Writing  

・1 年次 EIC からの継続指導 

・現代の様々な問題についての聞き取り

や読解力の育成と、考えを整理しての

やり取りや発表など話すことを中心と

した発信力の育成 

Listening + Speaking + Reading + 

Writing + 検定試験対策 

・総合的・統合的な英語力の養成 

・4 技能 5 領域を統合させたコミュニケ

ーションとして英語使用 

・TOEIC や英検での得点アップにもつな

がる学習習慣の継続 

2 セメ 

(必修) 

EIC103 EIC104 Integrated English 102 5 セメ 

(必修) 

EIC301 （2023 年度～） Integrated English 301 (2023 年度～) 

Listening＋Speaking →Writing 

・コミュニケーション・ストラテジー基礎 

（会話を継続させる） 

・日常的な使用場面を意識したロールプレ

イや、様々なトピックに関してのディス

カッション 

Reading → Speaking / Writing 

・パラグラフ・リーディング入門 

・読んだ内容をまとめて口頭で意見を述べ

る 

・時事問題、環境問題に関して、critical 

thinking を通して英語で考え表現する力

を養う 

Listening + Speaking + Reading + 

Writing + 検定試験対策 

・Integrated English 101 からの継続指導 

・4 技能 5 領域を統合させたコミュニケー

ションとして英語使用 

・TOEIC や英検での得点アップにもつな

がる学習習慣の確立 

Reading → Writing  

・ライティングを中心とした４技能５領

域型の授業 

・文，段落，マルチパラグラフレベルで

のアカデミックライティング 

Listening + Speaking + Reading + 

Writing + 検定試験対策 

・Integrated English 201 から継続させ

た総合的・統合的な英語力の養成  

・4 技能 5 領域を統合させたコミュニケ

ーションとして英語使用 

・TOEIC や英検での得点アップにもつな

がる学習習慣の継続 

 

【選択科目】 

(選択) 

各科目 

定員 

30 名 

上級リスニング  

（EIC A） 

オーラルスキル演習 応用 

（EIC B）  

上級リーディング  

（EIC C） 

ﾘｽﾆﾝｸﾞ･ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ演習 応用 

（CALL A） 

スピーキング演習 応用 

（CALL B） 

ビジネスライティング 

（CALL C） 

観光英語 

Listening→4 Skills 

まとまりのある英文を聞いて

概要を把握し、自分の意見を

まとめて発表したり、文章に

まとめたりする 

Speaking→4 Skills 

身近な情報をまとめて自分の意

見を加え、スピーチやディスカ

ッションのための基礎練習 

Reading→4 Skills 

英字新聞や英文雑誌などを読ん

でまとめ、意見を発表したり、

文章にまとめたりする 

Listening＋Reading 

・Web 上の教材 

・オンライン教材などを用いた 

反復練習 

Speaking＋Pronunciation 

・音読、シャドーイング、 

トレーニング 

・パワーポイントを用いた 

スピーチ 

Business Writing 

・ビジネスで活用できる英語力

の育成 

・フォーマルなメールの書き方

など、ビジネスライティング

に必要な知識と技能のトレー

ニング 

Tourism English 

旅行や観光、交通、ホテル、シ

ョッピングなど観光業界での仕

事を想定し、実際のコミュニケ

ーションの場面で活用すること

のできる英語力の育成を目指す 

基礎から学ぶ英文法 

（ESP A） 

英語ディベート入門 

（ESP B） 

TOEIC 演習 

（ESP C） 
右記の 

※の科目は 

3 セメ以降

に選択可能

な科目 

(週 2 回授業) 

※異文化コミュニケーション 

（ESP D） 

※英語多読・多聴演習 

（ESP E） 

※アカデミックライティング 

（ESP F） 

Grammar 

Form・Meaning・Use の 3

つの視点から、コミュニケー

ションで活用できる英文法の

基礎力を、言語活動や演習を

通して養う 

Debate 

2 つの立場が取れる話題を用い

て情報を収集し、グループごと

に準備してディベートの試合が

できるように訓練する 

Test Preparation 

TOEIC / TOEFL の資格試験の

対策として、得点力アップにつ

ながる学習及び問題演習を行う 

（オンライン教材併用） 

Intercultural Communication 

４技能を統合させたコミュニケーショ

ン活動を通して、英語力の総合的な運

用能力の向上を図るとともに、英語使

用の背景にある異文化理解力を養う 

 

Reading＋Listening 

英語圏の子供用に書かれた本、英語学

習者のための本など、やさしい本から

始めて様々な英語の図書を読む。ま

た、CD付図書を使用しての聴きなが

らの音読、シャドーイング、読み聞か

せなどで英語力向上を目指す 

Academic Writing 

読んだり聞いたりして得た情報をもと

に、英文の構成に注意を払いながら、

文章を書くトレーニングを行う 

 


