
授業科目名 英語Ⅱ(C)
科目コード K0301L02

英文名 English II

科目区分 時代の潮流へのアプローチ科目 - 国際化対応

職名 客員准教授  担当教員名 Sherri Scanlan  

学部 子ども育成学部 学科 現代社会学科

曜日 火曜日  時限 3時限  

開講時期 1年後期 授業の方法 講義

必修・選択 必修 単位数 2単位

授業の概要 In this class students will work  to improve their practical English speaking skills. Each lesson will focus on vocabulary,
reading, listening and speaking. 

キーワード ①listening ②speaking ③vocabulary ④communication ⑤

到達目標

Students will practice everyday English that will help them when communicating in the real world.  In addition, they will get new vocabulary and expressions to
expand their English base. 

 

 

 

 

卒業要件・資格関連等

卒業要件 幼稚園教諭 保育士 小学校教諭 社会福祉士 スクール
ソーシャルワーカー

 ◎ ◎ ◎   

ディプロマポリシー ②教育・保育・福祉の専門職としての資質・能力（専門性の向上）  

カリキュラムポリシー ①子ども育成の教養  

キー・コンピテンシー（重視する能力）

コミュニケーション力 協働力 課題解決力 人間理解力 教育支援力

◎ ◎ ○ ○  

教授方法（授業方法）

知識教授型 対話型授業 演習・反復型授業 グループ演習 地域ﾌｨｰﾙﾄﾞ
ﾜｰｸ

授業外学修指導・
自主活動

 ◎ ○ ◎   



授業計画

回数 授業内容 詳細 標準時間

第1回

class introduction. Get to know you and Classroom English

【予習】interview speaking practice followed by letter writing evaluation  

【復習】  

第2回

Unit 7: Things that matter

【予習】Section A: Spending habits, Section B: Needs and wants, Section C: Better lives  

【復習】Review vocabulary and grammar at home  

第3回

Unit 7: Things that matter

【予習】Section D: lifestyles, Section E: Priorities  

【復習】  

第4回

Unit 7: Things that matter

【予習】Video  Journal and writing  

【復習】edit writing at home if necessary 20分

第5回

Unit 8: Conservation

【予習】Section A: Consequences, Section B: Future Problems, Section C: A Situation  

【復習】review vocabulary and grammar at home 20分

第6回

Unit 8: Conservation

【予習】Section D: Conservation Projects, Section E: Conservation Issue  

【復習】 20分

第7回

Unit 8: Conservation

【予習】Video  Journal and writing  

【復習】finish writing at home if necessary  

第8回

Test 1: Unit 7 and 8

【予習】  

【復習】  

第9回

Unit 10: Travel

【予習】Section A: Organizing a Trip, Section B: Vacations, Section C: English at the Airport  

【復習】review vocabulary and grammar at home 15分



第10回

Unit 10: Travel

【予習】Section D: Discuss Travel, Section E: A cultural Event,  

【復習】 15分

第11回

Unit 10: Travel

【予習】Video  Journal and writing  

【復習】Finish writing at home if necessary  

第12回

Unit 12: Celebrations

【予習】Section A: A Celebration, Section B: Compare Holidays, Section C: Congratulations and Good Wishes  

【復習】review vocabulary and grammar at home  

第13回

Unit 12: Celebrations

【予習】Section D: Rituals, Section E: Opinions about Holidays  

【復習】 15分

第14回

Unit 12: Celebrations

【予習】Video  Journal and writing  

【復習】finish writing at home if necessary 20分

第15回

Test 2: Units 10 and 12

【予習】  

【復習】  

第16回

 

【予習】  

【復習】  



評価方法 Test 1: 40%, Test 2: 40%,  Class participation/homework: 20%

使用資料
＜テキスト＞

World English 2, (third edition), National
Geographic Learning (Cengage)  ISBN:

使用資料
＜参考図書＞

book dictionaries or electronic dictionaries
ONLY: NO Smartphone dictionaries or Apps

授業外学修等 Students will have to edit some writing at home with NO translation apps on phones or computers. ANY use of translation
apps or software will result in an automatic ZERO on all work.

授業外質問方法  

オフィス・アワー  
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