
コード 21013

講時 単位数 2

履修に当たっ
ての注意・助言

/準備学習

※必ず辞書（電子辞書　可）を持参すること。また、必ず予習をして授業に臨むこと。

講義計画

第１回　オリエンテーション、Cloze test　
第２回　Unit 1: The Value of English
第３回  Unit 1: The Value of English
第４回  Unit 2: History of Subway 
第５回  Unit 2: History of Subway 
第６回  Unit 3: Female student shows her mettle in man's world
第７回  Unit 3: Female student shows her mettle in man's world
第８回  Unit 4: Body language  talks louder than words
第９回  Unit 4: Body language  talks louder than words
第10回  Unit 5: Japan has world's biggest 'urban mines'
第11回  Unit 5: Japan has world's biggest 'urban mines'
第12回  Unit 6: A flash of memory
第13回　Unit 6: A flash of memory 
第14回　総復習
第15回  Unit 7: Japan cosmetics firms go back to their roots
第16回  Unit 7: Japan cosmetics firms go back to their roots
第17回  Unit 8: Can fat be fit?
第18回  Unit 8: Can fat be fit?
第19回  Unit 9: Ker-pow! Cambridge literature centre is to study comics and blogs 
第20回  Unit 9: Ker-pow! Cambridge literature centre is to study comics and blogs 
第21回  Unit 10: Not so revolutionary
第22回  Unit 10: Not so revolutionary
第23回  Unit 11: Men's sexual tastes broaden when they are stressed
第24回  Unit 11: Men's sexual tastes broaden when they are stressed
第25回  Unit 12: Apple's iPad may save the newspaper industry、 says Rupert Murdoch
第26回  Unit 12: Apple's iPad may save the newspaper industry、 says Rupert Murdoch
第27回  Unit 13: Universities told to consider dope tests as student use of 'smart drugs' soars
第28回　Unit 13: Universities told to consider dope tests as student use of 'smart drugs' soars
第29回　Unit 14: Bumping tourism may be matter of fresh look at every day Japan
第30回　Unit 14: Bumping tourism may be matter of fresh look at every day Japan

テキスト
Reading Facilitator （三修社）
この他にも、Web上の教材を使った発表などを行う。

参考書

目的と概要
辞書を効果的に活用し、英文読解力向上を目指す。また、語法・文法なども確認して、大学生としてふさわしい
英語力と語彙力を習得する。

成績評価法
毎時間実施する小テスト（20%）とReview testの結果（60%）に授業参加態度（20%）などを加味し、総合的に評価
する

開期 通年 火曜日1限

授業テーマ 英文読解力を身につける

科目名 英語Ⅱ

担当教員 小山　敏子
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