
九州技術教育専門学校 シラバス 

■科目基本情報 

科 目 名 英語 科目コード J126 科 目 区 分 教養 

学科・コース 情報システム工学科 メディアデザインコース 学 年 1 年 学 期 通年 

方 式 講義 必 ・ 選 必修 単 位 2 総 時 数 60 

実務経験のあ

る 教 員 科 目 
□対象・☑対象外  

■授業詳細情報 

授 業 概 要 

本講義では海外生活をテーマにしたテキストを使用し、日常会話の中でネイティブスピーカーが頻繁に用いる表現を学ぶ。

映画や音楽を鑑賞し、リスニング、ディクテーション、ロールプレイ、ゲームを用い、楽しみながら日常生活で使える英会

話を学習する。聞く、話す、読む、書くの言語の 4 技能を総合的に強化し、英語運用能力を養成する。 

達 成 目 標 

日常生活の様々な場面において相手の情報や考えを理解し、それに応じた表現を正確に発信する能力を身に着ける。 

英文を読み、音声を聞き、映像を観て大意をとらえ、有用表現を学び日常生活で積極的に活用する。 

使 用 教 材 

教科書：『Homestay Capsules』（三修社） 

副教材：『Transfer 英語総合問題演習コース B』（桐原書店） 

参考書：授業中に適宜指示  

授 業 外 学 習 適宜指示 

授業計画 

項 目 内 容 時数 

Introduction① モデル英文を参考に自己紹介を英語で作成する。 1-2 

Introduction② 英文を用いてパートナーに自己紹介をする。インタラクションの重要性を知る。 3 

At the Airport “It’s pleasure to meet you.”などの表現を学び、対話練習を行う。 4 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 5 

Arrival at the Family Home “Make yourself at home.” など訪問先での会話表現を学ぶ。 6 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 7 

Theater① 映画を鑑賞する。様々なアクセントや表現に触れる。 8-9 

Theater② 映画に関する英文クイズに挑戦する。 10 

Practice and Review Transfer 総合演習 B 11 

At the Dinner Table “May I have a second helping of chicken?”  “Yes, of course”などの食事の場での会話
を学ぶ 

12 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 13 

Practice and Review Transfer 総合演習 B 14 

Getting Settled “Would you lend me a hair dryer?” “There is one under the sink.”  15 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 16 

Helping Out “Let me help you with the dishes” “Thank you” 17 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 18 

Theater① 
映画を鑑賞する。映像と音声を通して登場人物の状況を的確に把握する。 

19-
20 

Theater② 映画に関する英文クイズに挑戦する。 21 

Asking for Advice “How should I go to school?” “Can you recommend a good dry cleaner’s ?” 22 

Exercises リスニング、ディクテーション、ライティング 23 

Theater① 
映画鑑賞を通して生きた表現を学ぶ 

24-
25 

Making Complaints and Apologies “I would appreciate it if you could wash the bath after you use it” 26 

Theater② 映画の内容を振り返りクイズに挑戦する。 27 

Exercises 1 何かを間違えてしまった時の適切な謝りかた、会話の流れを対話形式で学ぶ 28 

Exercises 2 ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 29 

Music  音楽を聴いて、自然なリズムや発音、身近な表現を学ぶ。 30 
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Further Study  より深いシチュエーション別の表現を学び、期末試験に備えレビューを行う。 31 

Review the Examination 試験の解説とともに重要項目の確認を行う。 32 

Games 英語のゲームを通して適切な語彙、表現を学ぶ。スピーキングを強化する。 33 

Theater① 映画を鑑賞し、新出語彙や表現を学ぶ。 34 

Theater② テキストで学んだ表現や語彙が映画で使われていることにも着目する。 35 

Speaking About Japan “We only wear kimonos on special occasions these days.” 36 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 37 

Further Study 日本文化についての説明を、より詳しく英語で説明する。 38 

Making a Weekend Plan “Do you have any plans for this weekend?” “I’m going to meet my school friends.” 39 

Exercises1 ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 40 

Activities クラスメートに週末の予定を聞き、答えよう。 41 

Music 音楽を聴き、自然なリズムや発音、身近な表現を学ぶ。 42 

An Evening at Home “I’d like to make Japanese food for you tonight. Have you ever tried it?” “Several times.” 43 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 44 

Activities 季節の行事を通して異文化に親しむ。関連表現を学び会話をする。 45 

Asking for Directions “Can you tell me where the nearest drugstore is?” 46 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 47 

Activities 実際に道案内をしてみよう。 48 

At a Bank “Do you have some identification?” “Sign here and put today’s date here.” 49 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 50 

Theater① 前回のダイアローグに出てきた表現を映画で学ぶ。 51 

Theater② ストーリーを把握し英文を読みクイズに答える。 52 

Taking Taxis and Buses “Excuse me. Does this bus go downtown?” “No, take the number six bus over there.” 53 

Exercises ダイアローグのロールプレイ、リスニング、ディクテーション、ライティングをする。 54 

Activities 季節の行事を通して異文化に親しむ。関連表現を学び会話をする。 55 

Shopping “May I help you?” “I’m looking for a cotton sweater.” 56 

Exercises トランスファー総合演習 B 57 

Review the Examination 試験の解説とともに重要項目の確認を行う。 58 

Presentation① 習得した表現を用いてショートプレゼンテーションを行うため英作文をする。 59 

Presentation② ・ Games グループワーク後、全員参加の英語ゲームで習得した表現を用いてみよう。 60 

   

評 価 方 法 

出席 20 点、授業への取り組み態度（発言、提出物）20 点、試験 60 点の合計 

 

関 連 科 目 

 

 

備 考 

 

 

 


