
開 講 学 科 基礎教育センター 前橋工科大学 シラバス 

科 目 名 英語 Ｄ 

標準対象年次 選択／必修 科目コード 

２年次 選択必修 

前期:11002301 

後:11002302/11002307 

    11002308 

担当教員 内田 パメラ 

単位数 学 期 曜 日 時 限 

2単位 

前期 

後期 

 

金曜日 

木曜日 

金曜日 

２時限 

１時限 

３・４時限 

授 業 の 教 育   

目的・目標 

広汎な知識体系への関心を喚起し、幅広い教養と豊かな人間性の涵養を図るとともに、工学の専

門教育に必要な基礎的学力、思考力ならびに表現力などを修得させる。 

学科の学習・教育

目標との関係 

外国語学習を通して異文化理解とコミュニケーション能力の伸長を図る。国際的な技術者、研究

者を育成し、課題探求型人材を養成する目標に沿い、そのための情報活用能力や実践的英語運用

能力を高める。 

キーワード オーラル・コミュニケーション，会話，発音，異文化交流 

授業の概要 英語によるオーラル・コミュニケーションスキルに焦点をあて，英語の総合的な運用能力を養成す

る．教師の口から発せられるオーラル・インプットを正しく理解し，それに行動や言葉（オーラル・アウ

トプット）で正しく反応できることを目指す．コースブックに沿って４技能を延ばしながら，特に発音や

スピーキングなどの表現力の育成に焦点を当てる． また異文化についても学び，外国語による異

文化交流に慣れ親しむことも目的とする．（Communicative English） 

授業の計画 第1回： Introduction to course, textbook and class requirements 

第２回： Unit 1 Let`s get to know each other– asking and answering personal 

questions, school life, making and responding to suggestions.  

Pronunciation – words that run together. 

第３回： Unit 2 Different kinds of people – talking about families, describing 

personalities, stating and supporting opinions.  Pronunciation – reduction 

of do you. 

第４回： Unit 3 Free Time – asking and talking about preferences, asking about and 

giving opinions.  Pronunciation – reduction forms of to and of. 

第５回： Unit 4 Weather and climate – asking and describing routines, lifestyles, 

frequency expression.  Pronunciation – intonation for questions. 

第６回： Unit 5 Money – asking for and giving advice, monetary concepts.  

Pronunciation – weak form of a. 

第７回： Unit 6 Food and drink – asking about and describing food around the world. 

Pronunciation – rising intonation to express surprise. 

第８回： Review Units 1-6 to practice skills and vocabulary learned.  Activities. 

第９回： Unit 7 Travel and Tourism – talking about habits and experiences, making 

suggestions and plans.  Pronunciation – final t sounding like a d. 

第10回： Unit 8 Entertainment– talking about movies, books and expressing 

preferences.  Pronunciation – Uh huh intonation to express yes and no. 

第11回： Unit 9 Health and Fitness – asking about and describing a problem (stress), 

frequency, giving advice.  Pronunciation – expressing so to intensify 

meaning. 

第12回： Unit 10 Self Improvement – asking about and describing moods, empathy, 

likes and dislikes.  Pronunciation – stress patterns in exclamations. 

第13回： Unit 11 In the City – asking about and describing out and about in town.  

Pronunciation – reduction of did and would you. 

第14回： Unit 12 Foreign Customs– asking about and explaining about festivals and 

holidays.  Pronunciation – reduction of What are you …?. 



第15回： Review Units 7-12 to practice skills and vocabulary learned.  Activities. 

受講条件・ 

関連科目 

特になし．ただし，人数制限あり． 

授業方法 This is a communication class, students are expected to bring textbooks and be prepared 

to participate in class. 

テキスト・参考書 Let`s Talk 1 

By Leo Jones     Cambridge 

成績評価 ・試験（ 30 ％） ・レポート（  ％） ・その他 注意事項（class participation 70%． 

As this is a communication class this is defined as taking part in all classroom 

activies with fellow classmates including speaking, writing and reading） 

履修上の注意 Communication 

 


